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外用薬 1112700X1011 ハロタン １ｍＬ 局 ハロタン 53.40
外用薬 1114700X1016 麻酔用エーテル １ｍＬ 局 麻酔用エーテル 9.40
外用薬 1116700X1010 亜酸化窒素 １ｇ 局 亜酸化窒素 4.10
外用薬 1116700X1045 亜酸化窒素 １ｇ 局 マルワ亜酸化窒素 和歌山酸素 4.50
外用薬 1116700X1053 亜酸化窒素 １ｇ 局 ※ 液化亜酸化窒素（日本エア・リキー

ド）
日本エア・リキー
ド

4.50

外用薬 1116700X1061 亜酸化窒素 １ｇ 局 ※ 液化亜酸化窒素（日産） 日産化学工業 4.50
外用薬 1116700X1088 亜酸化窒素 １ｇ 局 小池笑気 小池メディカル 4.50
外用薬 1116700X1100 亜酸化窒素 １ｇ 局 笑気ガス〈ショウワ〉 昭和電工 4.50
外用薬 1116700X1126 亜酸化窒素 １ｇ 局 アネスタ 星医療酸器 4.50
外用薬 1116700X1142 亜酸化窒素 １ｇ 局 液化亜酸化窒素（エア・ウォー エア・ウォーター 4.50 H25.3.31まで
外用薬 1116701X1023 亜酸化窒素・酸素 ３０％１Ｌ アネソキシン－３０ 昭和電工 後発品 6.30 H25.3.31まで
外用薬 1116701X1031 亜酸化窒素・酸素 ３０％１Ｌ アネックス－３０ 和歌山酸素 後発品 6.30 H25.3.31まで
外用薬 1116702X1028 亜酸化窒素・酸素 ５０％１Ｌ アネソキシン－５０ 昭和電工 後発品 7.60 H25.3.31まで
外用薬 1116702X1036 亜酸化窒素・酸素 ５０％１Ｌ アネックス－５０ 和歌山酸素 後発品 7.60 H25.3.31まで
外用薬 1119701G1068 イソフルラン １ｍＬ 局 イソフルラン「ＡＷ」 エア・ウォーター 後発品 40.10 H25.3.31まで
外用薬 1119701G1076 イソフルラン １ｍＬ 局 エスカイン吸入麻酔液 マイラン製薬 後発品 30.10
外用薬 1119701G1084 イソフルラン １ｍＬ 局 フォーレン吸入麻酔液 アッヴィ 先発品 ○ 69.50
外用薬 1119702G1038 セボフルラン １ｍＬ セボネス バクスター 後発品 49.10
外用薬 1119702G1054 セボフルラン １ｍＬ 局 セボフルラン吸入麻酔液「マイラ マイラン製薬 後発品 49.10
外用薬 1119702G1062 セボフルラン １ｍＬ 局 セボフレン吸入麻酔液 丸石製薬 先発品 ○ 63.40
外用薬 1119703G1024 デスフルラン １ｍＬ スープレン吸入麻酔液 バクスター 先発品 43.70
外用薬 1123700J1020 抱水クロラール ２５０ｍｇ１個 エスクレ坐剤「２５０」 久光製薬 先発品 38.90
外用薬 1123700J2027 抱水クロラール ５００ｍｇ１個 エスクレ坐剤「５００」 久光製薬 先発品 49.80
外用薬 1123700X1023 抱水クロラール ５００ｍｇ１筒 エスクレ注腸用キット「５００」 久光製薬 先発品 264.20
外用薬 1124700J1036 ブロマゼパム ３ｍｇ１個 セニラン坐剤３ｍｇ サンド 先発品 107.40
外用薬 1124701J1022 ジアゼパム ４ｍｇ１個 ダイアップ坐剤４ 高田製薬 先発品 61.40
外用薬 1124701J2029 ジアゼパム ６ｍｇ１個 ダイアップ坐剤６ 高田製薬 先発品 70.00
外用薬 1124701J3025 ジアゼパム １０ｍｇ１個 ダイアップ坐剤１０ 高田製薬 先発品 82.10
外用薬 1125700J1025 フェノバルビタールナト

リウム
１５ｍｇ１個 ワコビタール坐剤１５ 高田製薬 先発品 33.90

外用薬 1125700J2021 フェノバルビタールナト
リウム

２５ｍｇ１個 ルピアール坐剤２５ 久光製薬 先発品 39.50

外用薬 1125700J3028 フェノバルビタールナト
リウム

３０ｍｇ１個 ワコビタール坐剤３０ 高田製薬 先発品 47.20

外用薬 1125700J4024 フェノバルビタールナト
リウム

５０ｍｇ１個 ルピアール坐剤５０ 久光製薬 先発品 54.80

外用薬 1125700J4032 フェノバルビタールナト
リウム

５０ｍｇ１個 ワコビタール坐剤５０ 高田製薬 先発品 58.30

外用薬 1125700J5020 フェノバルビタールナト
リウム

１００ｍｇ１個 ルピアール坐剤１００ 久光製薬 先発品 69.40

外用薬 1125700J5039 フェノバルビタールナト
リウム

１００ｍｇ１個 ワコビタール坐剤１００ 高田製薬 先発品 72.50

外用薬 1141700J1029 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アルピニー坐剤５０ 久光製薬 先発品 ○ 19.30
外用薬 1141700J1045 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ アボットジャパン 先発品 ○ 19.30
外用薬 1141700J1053 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用５０

ｍｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 ★ 19.30

外用薬 1141700J1070 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アフロギス坐剤５０ 日新製薬（山形） ★ 19.30
外用薬 1141700J1088 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 カロナール坐剤小児用５０ 昭和薬品化工 先発品 ○ 19.30
外用薬 1141700J1096 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用５０

ｍｇ「タナベ」
長生堂製薬 ★ 19.30 H26.3.31まで

外用薬 1141700J1100 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 パラセタ坐剤小児用５０ シオエ製薬 ★ 19.30
外用薬 1141700J1118 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用５０

ｍｇ「ＪＧ」
長生堂製薬 ★ 19.30 H25.12.13収載

外用薬 1141700J2050 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 カロナール坐剤１００ 昭和薬品化工 先発品 ○ 19.30
外用薬 1141700J2076 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アフロギス坐剤１００ 日新製薬（山形） ★ 19.30
外用薬 1141700J2084 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 パラセタ坐剤１００ シオエ製薬 ★ 19.30
外用薬 1141700J2092 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アルピニー坐剤１００ 久光製薬 先発品 ○ 19.30
外用薬 1141700J2130 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ アボットジャパン 先発品 ○ 19.30
外用薬 1141700J2165 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用１０

０ｍｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 ★ 19.30

外用薬 1141700J2173 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用１０
０ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 ★ 19.30 H26.3.31まで

外用薬 1141700J2181 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用１０
０ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 ★ 19.30 H25.12.13収載

外用薬 1141700J3021 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アルピニー坐剤２００ 久光製薬 先発品 ○ 30.80
外用薬 1141700J3048 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 カロナール坐剤２００ 昭和薬品化工 先発品 ○ 30.80
外用薬 1141700J3064 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アフロギス坐剤２００ 日新製薬（山形） 後発品 19.30
外用薬 1141700J3072 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 パラセタ坐剤２００ シオエ製薬 後発品 20.30
外用薬 1141700J3110 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ アボットジャパン 先発品 ○ 30.80
外用薬 1141700J3137 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２０

０ｍｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 後発品 19.30

外用薬 1141700J3145 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２０
０ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 19.30 H26.3.31まで

外用薬 1141700J3153 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２０
０ｍｇ「ＪＧ」

長生堂製薬 後発品 19.30 H25.12.13収載

外用薬 1143700J5029 アスピリン ７５０ｍｇ１個 サリチゾン坐薬７５０ 昭和薬品化工 後発品 21.10 H26.3.31まで
外用薬 1145700J1010 インドメタシン １２．５ｍｇ１個 局 インドメタシン坐剤 19.30
外用薬 1145700J2016 インドメタシン ２５ｍｇ１個 局 インドメタシン坐剤 19.30
外用薬 1145700J3012 インドメタシン ５０ｍｇ１個 局 インドメタシン坐剤 19.30
外用薬 1147700J1022 ジクロフェナクナトリウ １２．５ｍｇ１個 アデフロニックズポ１２．５ テバ製薬 後発品 19.30
外用薬 1147700J1030 ジクロフェナクナトリウ １２．５ｍｇ１個 アナバン坐剤１２．５ 富士化学工業 後発品 30.80 H26.3.31まで
外用薬 1147700J1057 ジクロフェナクナトリウ

ム
１２．５ｍｇ１個 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 46.30

外用薬 1147700J1081 ジクロフェナクナトリウ １２．５ｍｇ１個 ボラボミン坐剤１２．５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 19.30
外用薬 1147700J1090 ジクロフェナクナトリウ １２．５ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤１２．５ 京都薬品工業 後発品 19.30
外用薬 1147700J1111 ジクロフェナクナトリウ １２．５ｍｇ１個 ベギータ坐剤１２．５ シオノケミカル 後発品 19.30
外用薬 1147700J1120 ジクロフェナクナトリウ １２．５ｍｇ１個 ボナフェック坐剤１２．５ 日新製薬（山形） 後発品 19.30
外用薬 1147700J1138 ジクロフェナクナトリウ １２．５ｍｇ１個 メリカット坐剤１２．５ 日医工 後発品 19.30
外用薬 1147700J1146 ジクロフェナクナトリウ

ム
１２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤１

２．５ｍｇ「ＪＧ」
日本ジェネリック 後発品 19.30

外用薬 1147700J1154 ジクロフェナクナトリウ
ム

１２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤１
２．５ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1147700J2029 ジクロフェナクナトリウ ２５ｍｇ１個 アデフロニックズポ２５ テバ製薬 後発品 19.30
外用薬 1147700J2037 ジクロフェナクナトリウ ２５ｍｇ１個 アナバン坐剤２５ 富士化学工業 後発品 34.30 H26.3.31まで
外用薬 1147700J2045 ジクロフェナクナトリウ ２５ｍｇ１個 ボナフェック坐剤２５ 日新製薬（山形） 後発品 19.30
外用薬 1147700J2053 ジクロフェナクナトリウ ２５ｍｇ１個 ボラボミン坐剤２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 19.30
外用薬 1147700J2061 ジクロフェナクナトリウ

ム
２５ｍｇ１個 ボルタレンサポ２５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 54.00

外用薬 1147700J2088 ジクロフェナクナトリウ ２５ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤２５ 京都薬品工業 後発品 26.40
外用薬 1147700J2169 ジクロフェナクナトリウ ２５ｍｇ１個 ベギータ坐剤２５ シオノケミカル 後発品 19.30
外用薬 1147700J2177 ジクロフェナクナトリウ ２５ｍｇ１個 メリカット坐剤２５ 日医工 後発品 19.30
外用薬 1147700J2193 ジクロフェナクナトリウ ２５ｍｇ１個 ボルマゲン坐剤２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 19.30 H25.3.31まで
外用薬 1147700J2207 ジクロフェナクナトリウ

ム
２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５

ｍｇ「ＪＧ」
日本ジェネリック 後発品 19.30

外用薬 1147700J2215 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５
ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1147700J3033 ジクロフェナクナトリウ ５０ｍｇ１個 アデフロニックズポ５０ テバ製薬 後発品 19.30
外用薬 1147700J3041 ジクロフェナクナトリウ ５０ｍｇ１個 アナバン坐剤５０ 富士化学工業 後発品 47.20 H26.3.31まで
外用薬 1147700J3076 ジクロフェナクナトリウ ５０ｍｇ１個 ボナフェック坐剤５０ 日新製薬（山形） 後発品 19.30
外用薬 1147700J3084 ジクロフェナクナトリウ

ム
５０ｍｇ１個 ボルタレンサポ５０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 66.20

外用薬 1147700J3106 ジクロフェナクナトリウ ５０ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤５０ 京都薬品工業 後発品 30.80
外用薬 1147700J3181 ジクロフェナクナトリウ ５０ｍｇ１個 ベギータ坐剤５０ シオノケミカル 後発品 19.30
外用薬 1147700J3190 ジクロフェナクナトリウ ５０ｍｇ１個 メリカット坐剤５０ 日医工 後発品 22.60
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外用薬 1147700J3211 ジクロフェナクナトリウ ５０ｍｇ１個 ボラボミン坐剤５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 20.20
外用薬 1147700J3220 ジクロフェナクナトリウ ５０ｍｇ１個 ボルマゲン坐剤５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 20.20 H25.3.31まで
外用薬 1147700J3238 ジクロフェナクナトリウ

ム
５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０

ｍｇ「ＪＧ」
日本ジェネリック 後発品 19.30

外用薬 1147700J3246 ジクロフェナクナトリウ
ム

５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０
ｍｇ「タナベ」

長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1147700J4030 ジクロフェナクナトリウ ２５ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏２５ｍｇ 日医工 後発品 102.80
外用薬 1147700J5036 ジクロフェナクナトリウ ５０ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏５０ｍｇ 日医工 後発品 108.30
外用薬 1149700J1027 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 アネオール坐剤５０ 岩城製薬 先発品 ○ 38.60
外用薬 1149700J1035 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 エパテック坐剤５０ ビオメディクス 先発品 ○ 40.50
外用薬 1149700J1060 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 メジェイド坐剤５０ 日新製薬（山形） 後発品 24.70
外用薬 1149700J1086 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「タナ

ベ」
長生堂製薬 後発品 19.30 H26.3.31まで

外用薬 1149700J1094 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 レイナノン坐剤５０ シオノケミカル 後発品 24.70
外用薬 1149700J1108 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「Ｊ 長生堂製薬 後発品 19.30 H25.12.13収載
外用薬 1149700J2023 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 アネオール坐剤７５ 岩城製薬 先発品 ○ 38.90
外用薬 1149700J2031 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 エパテック坐剤７５ ビオメディクス 先発品 ○ 47.70
外用薬 1149700J2066 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 メジェイド坐剤７５ 日新製薬（山形） 後発品 27.30
外用薬 1149700J2082 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 レイナノン坐剤７５ シオノケミカル 後発品 27.30
外用薬 1149700J2090 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「タナ

ベ」
長生堂製薬 後発品 22.00 H26.3.31まで

外用薬 1149700J2104 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「Ｊ 長生堂製薬 後発品 22.00 H25.12.13収載
外用薬 1149701J1013 ピロキシカム ２０ｍｇ１個 ピロキシカム２０ｍｇ坐剤 後発品 23.70
外用薬 1149701J1102 ピロキシカム ２０ｍｇ１個 バキソ坐剤２０ｍｇ 富山化学工業 先発品 ○ 143.60
外用薬 1149701J1145 ピロキシカム ２０ｍｇ１個 フェルデン坐剤２０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 143.60
外用薬 1149702J1026 イブプロフェン ５０ｍｇ１個 ユニプロン坐剤５０ 昭和薬品化工 先発品 43.90 H26.3.31まで
外用薬 1149702J2022 イブプロフェン １００ｍｇ１個 ユニプロン坐剤１００ 昭和薬品化工 先発品 55.90 H26.3.31まで
外用薬 1149703J1020 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１個 レペタン坐剤０．２ｍｇ 大塚製薬 先発品 172.70
外用薬 1149703J2027 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．４ｍｇ１個 レペタン坐剤０．４ｍｇ 大塚製薬 先発品 228.80
外用薬 1149704S1020 ブプレノルフィン ５ｍｇ１枚 ノルスパンテープ５ｍｇ ムンディファーマ 先発品 1,529.10
外用薬 1149704S2027 ブプレノルフィン １０ｍｇ１枚 ノルスパンテープ１０ｍｇ ムンディファーマ 先発品 2,356.40
外用薬 1149704S3023 ブプレノルフィン ２０ｍｇ１枚 ノルスパンテープ２０ｍｇ ムンディファーマ 先発品 3,631.30
外用薬 1169700S1025 ロチゴチン ２．２５ｍｇ１枚 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ 大塚製薬 先発品 270.30 H25.2.22収載
外用薬 1169700S2021 ロチゴチン ４．５ｍｇ１枚 ニュープロパッチ４．５ｍｇ 大塚製薬 先発品 416.50 H25.2.22収載
外用薬 1169700S3028 ロチゴチン ９ｍｇ１枚 ニュープロパッチ９ｍｇ 大塚製薬 先発品 641.80 H25.2.22収載
外用薬 1169700S4024 ロチゴチン １３．５ｍｇ１枚 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ 大塚製薬 先発品 826.50 H25.2.22収載
外用薬 1190700S1029 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 イクセロンパッチ４．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 337.20

外用薬 1190700S1037 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスタッチパッチ４．５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 337.20
外用薬 1190700S2025 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 イクセロンパッチ９ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 379.70

外用薬 1190700S2033 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスタッチパッチ９ｍｇ 小野薬品工業 先発品 379.70
外用薬 1190700S3021 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 イクセロンパッチ１３．５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 407.00

外用薬 1190700S3030 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 407.00
外用薬 1190700S4028 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 イクセロンパッチ１８ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 427.50

外用薬 1190700S4036 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスタッチパッチ１８ｍｇ 小野薬品工業 先発品 427.50
外用薬 1211700X1036 パラブチルアミノ安息香

酸ジエチルアミノエチル
塩酸塩

１ｇ テーカイン原末 ナガセ医薬品 263.70

外用薬 1211701X1049 プロカイン塩酸塩 １ｇ 局 塩酸プロカイン「ホエイ」 マイラン製薬 22.00
外用薬 1211701X1090 プロカイン塩酸塩 １ｇ 局 プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」 丸石製薬 19.50
外用薬 1213700X1014 ジブカイン塩酸塩 １ｇ 局 ジブカイン塩酸塩 366.00
外用薬 1214700P1046 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ パートランゼリー２％ 日新製薬（山形） 後発品 5.50
外用薬 1214700P1054 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ キシロカインゼリー２％ アストラゼネカ 準先発品 ○ 8.00
外用薬 1214700P1062 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ アネトカインゼリー２％ 小林化工 後発品 5.10
外用薬 1214700Q1033 塩酸リドカイン ４％１ｍＬ キシロカイン液「４％」 アストラゼネカ 13.80
外用薬 1214700Q1041 塩酸リドカイン ４％１ｍＬ キシロカイン点眼液４％ アストラゼネカ 16.20
外用薬 1214701R1041 リドカイン １ｇ パートランポンプスプレー８％ 日新製薬（山形） 後発品 19.00
外用薬 1214701R1050 リドカイン １ｇ キシロカインポンプスプレー８％ アストラゼネカ 後発品 23.70
外用薬 1214701S1043 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５

ｍｍ×５０．０ｍｍ１
ユーパッチテープ１８ｍｇ 祐徳薬品工業 後発品 36.00

外用薬 1214701S1051 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５
ｍｍ×５０．０ｍｍ１

ペンレステープ１８ｍｇ 日東電工 先発品 ○ 45.70

外用薬 1214701S1060 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５
ｍｍ×５０．０ｍｍ１

リドカインテープ１８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 36.00

外用薬 1214701S1078 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５
ｍｍ×５０．０ｍｍ１

リドカインテープ１８ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロパッチ 後発品 36.00

外用薬 1219800N1023 リドカイン・プロピトカ
イン配合剤

１ｇ エムラクリーム 佐藤製薬 先発品 171.90 H24.4.17収載

外用薬 1311701Q1031 シクロペントラート塩酸 １％１ｍＬ サイプレジン１％点眼液 参天製薬 先発品 86.30
外用薬 1311702Q1036 フェニレフリン塩酸塩 ５％１ｍＬ ネオシネジンコーワ５％点眼液 興和 45.70
外用薬 1311703X1019 ホマトロピン臭化水素酸 １ｇ 局 ホマトロピン臭化水素酸塩 475.40
外用薬 1311705Q1048 トロピカミド ０．４％１ｍＬ ミドリンＭ点眼液０．４％ 参天製薬 準先発品 ○ 22.90
外用薬 1311705Q1056 トロピカミド ０．４％１ｍＬ サンドールＭＹ点眼液０．４％ 日本点眼薬研究所 後発品 17.40
外用薬 1311706M1024 アトロピン硫酸塩水和物 １％１ｇ リュウアト１％眼軟膏 参天製薬 後発品 22.40
外用薬 1311706Q2022 アトロピン硫酸塩水和物 １％５ｍＬ１瓶 日点アトロピン点眼液１％ 日本点眼薬研究所 後発品 97.00
外用薬 1311707Q1071 ジピベフリン塩酸塩 ０．０４％１ｍＬ ピバレフリン点眼液０．０４％ 参天製薬 先発品 172.90
外用薬 1311707Q2078 ジピベフリン塩酸塩 ０．１％１ｍＬ ピバレフリン点眼液０．１％ 参天製薬 先発品 258.20
外用薬 1312700X1012 ピロカルピン塩酸塩 １ｇ 局 ピロカルピン塩酸塩 1,158.80
外用薬 1312700X1055 ピロカルピン塩酸塩 １ｇ 局 塩酸ピロカルピン「ホエイ」 マイラン製薬 1,306.90 H26.3.31まで
外用薬 1312701Q1063 ピロカルピン塩酸塩 ０．５％５ｍＬ１瓶 サンピロ点眼液０．５％ 参天製薬 118.10
外用薬 1312701Q2078 ピロカルピン塩酸塩 １％５ｍＬ１瓶 アドソルボカルピン点眼液１％ 日本点眼薬研究所 後発品 131.00
外用薬 1312701Q2086 ピロカルピン塩酸塩 １％５ｍＬ１瓶 サンピロ点眼液１％ 参天製薬 131.00
外用薬 1312701Q3074 ピロカルピン塩酸塩 ２％５ｍＬ１瓶 アドソルボカルピン点眼液２％ 日本点眼薬研究所 後発品 157.50
外用薬 1312701Q3082 ピロカルピン塩酸塩 ２％５ｍＬ１瓶 サンピロ点眼液２％ 参天製薬 157.50
外用薬 1312701Q4046 ピロカルピン塩酸塩 ３％５ｍＬ１瓶 サンピロ点眼液３％ 参天製薬 161.90
外用薬 1312701Q5050 ピロカルピン塩酸塩 ４％５ｍＬ１瓶 サンピロ点眼液４％ 参天製薬 176.60
外用薬 1312704Q1024 ジスチグミン臭化物 ０．５％１ｍＬ ウブレチド点眼液０．５％ 鳥居薬品 先発品 160.80
外用薬 1312704Q2020 ジスチグミン臭化物 １％１ｍＬ ウブレチド点眼液１％ 鳥居薬品 先発品 255.00
外用薬 1313700Q2070 オキシブプロカイン塩酸 ０．４％１ｍＬ ベノキシール点眼液０．４％ 参天製薬 先発品 ○ 10.60
外用薬 1313700Q2089 オキシブプロカイン塩酸 ０．４％１ｍＬ ネオベノール点眼液０．４％ 日本点眼薬研究所 後発品 8.90
外用薬 1313700Q2097 オキシブプロカイン塩酸

塩
０．４％１ｍＬ オキシブプロカイン塩酸塩点眼液

０．４％「ニットー」
日東メディック 後発品 8.90 H25.6.21収載

外用薬 1313700Q3034 オキシブプロカイン塩酸 ０．０５％５ｍＬ１瓶 ラクリミン点眼液０．０５％ 参天製薬 先発品 105.80
外用薬 1314700Q1012 硝酸銀 １％０．５ｍＬ１管 局 硝酸銀点眼液 18.00
外用薬 1314701X1011 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸 19.20
外用薬 1314701X1054 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸．ＯＩ 日医工 22.50 H25.3.31まで
外用薬 1314701X1070 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「ケンエー」 健栄製薬 22.50
外用薬 1314701X1097 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 22.50
外用薬 1314701X1178 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「メタル」 中北薬品 22.50
外用薬 1314701X1186 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「ホエイ」 マイラン製薬 22.50 H26.3.31まで
外用薬 1314701X1224 ホウ酸 １０ｇ 局 ※ ホウ酸（山善） 山善製薬 21.90
外用薬 1314701X1305 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「ヨシダ」 吉田製薬 21.90
外用薬 1314701X1372 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸原末「マルイシ」 丸石製薬 21.90
外用薬 1314701X1380 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「ＮｉｋＰ」 日医工 22.50 H24.6.1収載
外用薬 1314702X1016 ホウ砂 １０ｇ 局 ホウ砂 9.60
外用薬 1315700M1026 デキサメタゾン ０．０５％１ｇ サンテゾーン０．０５％眼軟膏 参天製薬 後発品 68.70
外用薬 1315700M2049 デキサメタゾン ０．１％１ｇ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％眼軟膏Ｔ 日東メディック 後発品 53.00
外用薬 1315701Q1073 デキサメタゾンメタスル

ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．０２％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０２％点眼液Ｔ 日東メディック 後発品 12.60
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外用薬 1315701Q1081 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．０２％１ｍＬ サンテゾーン点眼液（０．０２％） 参天製薬 19.10

外用薬 1315701Q1090 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．０２％１ｍＬ ビジュアリン点眼液０．０２％ 千寿製薬 後発品 12.60

外用薬 1315701Q1103 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．０２％１ｍＬ ＤＭゾロン点眼液０．０２％「日
点」

日本点眼薬研究所 12.60

外用薬 1315701Q2037 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．０５％１ｍＬ ＤＭゾロン０．０５％点眼液 日本点眼薬研究所 18.00

外用薬 1315701Q2053 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．０５％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０５％点眼液Ｔ 日東メディック 後発品 18.00

外用薬 1315701Q2061 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．０５％１ｍＬ ビジュアリン点眼液０．０５％ 千寿製薬 後発品 33.20

外用薬 1315701Q3033 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．１％１ｍＬ サンテゾーン点眼液（０．１％） 参天製薬 準先発品 ○ 46.20

外用薬 1315701Q3076 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．１％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％点眼液Ｔ 日東メディック 後発品 18.00

外用薬 1315701Q3084 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．１％１ｍＬ コンドロンデキサ点眼・点耳・点鼻
液０．１％

科研製薬 準先発品 ○ 59.90 H25.3.31まで

外用薬 1315701Q3092 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．１％１ｍＬ ＤＭゾロン点眼液０．１％「日点」 日本点眼薬研究所 準先発品 ○ 20.40

外用薬 1315701Q4048 デキサメタゾンメタスル
ホ安息香酸エステルナト
リウム

０．１％１ｍＬ ビジュアリン眼科耳鼻科用液０．
１％

千寿製薬 後発品 40.50

外用薬 1315702Q1051 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

０．１％１ｍＬ オルガドロン点眼・点耳・点鼻液
０．１％

ＭＳＤ 準先発品 ○ 42.00

外用薬 1315702Q1060 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

０．１％１ｍＬ テイカゾン点眼・点耳・点鼻液０．
１％

テイカ製薬 後発品 19.30

外用薬 1315703Q1056 ヒドロコルチゾン酢酸エ
ステル

０．５％１ｍＬ ＨＣゾロン点眼液０．５％「日点」 日本点眼薬研究所 18.30

外用薬 1315704Q1034 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ ピトス点眼液０．０２％ わかもと製薬 後発品 17.10
外用薬 1315704Q1042 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルオメソロン０．０２％点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 19.80
外用薬 1315704Q1093 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルオロメトロン０．０２％点眼液 日東メディック 後発品 17.10
外用薬 1315704Q1115 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルメトロン点眼液０．０２％ 参天製薬 先発品 ○ 43.30
外用薬 1315704Q1123 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ オドメール点眼液０．０２％ 千寿製薬 後発品 17.10
外用薬 1315704Q2049 フルオロメトロン ０．０５％１ｍＬ フルオメソロン０．０５％点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 21.50
外用薬 1315704Q2057 フルオロメトロン ０．０５％１ｍＬ オドメール点眼液０．０５％ 千寿製薬 後発品 21.50
外用薬 1315704Q3037 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ ピトス点眼液０．１％ わかもと製薬 後発品 21.80
外用薬 1315704Q3045 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオメソロン０．１％点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 21.80
外用薬 1315704Q3100 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ 日東メディック 後発品 21.80
外用薬 1315704Q3126 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルメトロン点眼液０．１％ 参天製薬 先発品 ○ 69.50
外用薬 1315704Q3134 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ オドメール点眼液０．１％ 千寿製薬 後発品 25.40
外用薬 1315705M1037 プレドニゾロン酢酸エス

テル
０．２５％１ｇ プレドニン眼軟膏 塩野義製薬 準先発品 ○ 52.40

外用薬 1315705M1045 プレドニゾロン酢酸エス
テル

０．２５％１ｇ 酢酸プレドニゾロン０．２５％眼軟
膏Ｔ

日東メディック 後発品 42.50

外用薬 1315706Q1025 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

０．０１％１ｍＬ リンデロン点眼液０．０１％ 塩野義製薬 45.90

外用薬 1315706Q2072 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

０．１％１ｍＬ サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ 参天製薬 後発品 25.20

外用薬 1315706Q2080 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

０．１％１ｍＬ リノロサール眼科耳鼻科用液０．
１％

わかもと製薬 後発品 25.20

外用薬 1315706Q2099 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

０．１％１ｍＬ ベルベゾロン眼耳鼻科用液０．１％ ニッテン 後発品 25.20

外用薬 1315706Q2102 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

０．１％１ｍＬ リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．
１％

塩野義製薬 準先発品 ○ 73.30

外用薬 1315706Q2110 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

０．１％１ｍＬ リンベタＰＦ眼耳鼻科用液０．１％ 日本点眼薬研究所 後発品 25.20

外用薬 1315707Q1038 プレドニゾロン酢酸エス
テル

０．１％１ｍＬ ＰＳゾロン点眼液０．１１％「日
点」

日本点眼薬研究所 20.10

外用薬 1316700Q1050 ナファゾリン硝酸塩 ０．０５％１ｍＬ プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ ノバルティス
ファーマ

5.20

外用薬 1317702Q1064 クロラムフェニコール ５ｍｇ１ｍＬ クロラムフェニコール点眼液０．
５％「ニットー」

日東メディック 後発品 5.20

外用薬 1317706Q1089 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 リフタマイシン点眼液０．３％ わかもと製薬 後発品 17.10
外用薬 1317706Q1097 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 ゲンタロール点眼液０．３％ 日本点眼薬研究所 後発品 18.60
外用薬 1317706Q1100 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 硫酸ゲンタマイシン点眼液０．３％

「ニットー」
日東メディック 後発品 17.10

外用薬 1317708Q1037 トブラマイシン ３ｍｇ１ｍＬ トブラシン点眼液０．３％ 日東メディック 先発品 43.70
外用薬 1317710Q1034 ジベカシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 パニマイシン点眼液０．３％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
先発品 41.00

外用薬 1317712M1031 ピマリシン １０ｍｇ１ｇ ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」 千寿製薬 先発品 601.90
外用薬 1317712Q1033 ピマリシン ５０ｍｇ１ｍＬ ピマリシン点眼液５％「センジュ」 千寿製薬 先発品 630.50
外用薬 1317713Q1038 セフメノキシム塩酸塩 ５ｍｇ１ｍＬ（溶解後

の液として）
ベストロン点眼用０．５％ 千寿製薬 先発品 56.30

外用薬 1319701Q1021 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ミケラン点眼液１％ 大塚製薬 先発品 ○ 207.60
外用薬 1319701Q1030 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール点眼液Ｔ１％ 東亜薬品 後発品 113.20
外用薬 1319701Q1056 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ メルカトア点眼液１％ 日新製薬（山形） 後発品 113.20 H25.3.31まで
外用薬 1319701Q1064 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ リエントン点眼液１％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 100.90

外用薬 1319701Q1072 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ブロキレートＰＦ点眼液１％ 日本点眼薬研究所 後発品 133.20
外用薬 1319701Q1080 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ブロキレート点眼液１％ ニッテン 後発品 126.40
外用薬 1319701Q1099 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩点眼液１％

「わかもと」
わかもと製薬 後発品 100.90

外用薬 1319701Q2028 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ミケラン点眼液２％ 大塚製薬 先発品 ○ 288.60
外用薬 1319701Q2036 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール点眼液Ｔ２％ 東亜薬品 後発品 150.30
外用薬 1319701Q2052 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ メルカトア点眼液２％ 日新製薬（山形） 後発品 134.70 H25.3.31まで
外用薬 1319701Q2060 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ リエントン点眼液２％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 150.30

外用薬 1319701Q2079 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ブロキレートＰＦ点眼液２％ 日本点眼薬研究所 後発品 195.00
外用薬 1319701Q2087 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ブロキレート点眼液２％ ニッテン 後発品 195.00
外用薬 1319701Q2095 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩点眼液２％

「わかもと」
わかもと製薬 後発品 150.30

外用薬 1319701Q3024 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ミケランＬＡ点眼液１％ 大塚製薬 先発品 ○ 443.90
外用薬 1319701Q3032 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液

１％「わかもと」
わかもと製薬 後発品 281.80 H25.12.13収載

外用薬 1319701Q4020 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ミケランＬＡ点眼液２％ 大塚製薬 先発品 ○ 630.50
外用薬 1319701Q4039 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液

２％「わかもと」
わかもと製薬 後発品 398.30 H25.12.13収載

外用薬 1319702Q1069 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ リズモン点眼液０．２５％ わかもと製薬 後発品 77.70
外用薬 1319702Q1077 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ファルチモ点眼液０．２５ キョーリンリメ

ディオ
後発品 64.40

外用薬 1319702Q1085 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チアブート点眼液０．２５％ 日新製薬（山形） 後発品 50.60
外用薬 1319702Q1093 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロール点眼液Ｔ０．２５％ 東亜薬品 後発品 64.40
外用薬 1319702Q1107 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモプトール点眼液０．２５％ ＭＳＤ 先発品 ○ 247.50
外用薬 1319702Q1115 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモレート点眼液０．２５％ ニッテン 後発品 77.70
外用薬 1319702Q1123 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロール点眼液０．２５％「テイ

カ」
テイカ製薬 後発品 64.40

外用薬 1319702Q1131 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモレートＰＦ点眼液０．２５％ 日本点眼薬研究所 後発品 77.70
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外用薬 1319702Q2014 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩０．５％１
ｍＬ点眼液

後発品 69.60

外用薬 1319702Q2057 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ リズモン点眼液０．５％ わかもと製薬 後発品 116.70
外用薬 1319702Q2103 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液Ｔ０．５％ 東亜薬品 後発品 106.40
外用薬 1319702Q2111 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモプトール点眼液０．５％ ＭＳＤ 先発品 ○ 352.10
外用薬 1319702Q2120 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモレート点眼液０．５％ ニッテン 後発品 116.70
外用薬 1319702Q2138 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液０．５％「テイ テイカ製薬 後発品 106.40
外用薬 1319702Q2146 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモレートＰＦ点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 後発品 116.70
外用薬 1319702Q3037 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモプトールＸＥ点眼液０．２５％ ＭＳＤ 先発品 ○ 520.90
外用薬 1319702Q3045 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％

「ＴＳ」
テイカ製薬 後発品 364.60 H25.12.13収載

外用薬 1319702Q3053 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 364.60 H25.12.13収載

外用薬 1319702Q3061 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．２５％
「ニットー」

東亜薬品 後発品 364.60 H25.12.13収載

外用薬 1319702Q4033 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモプトールＸＥ点眼液０．５％ ＭＳＤ 先発品 ○ 751.00
外用薬 1319702Q4041 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「Ｔ

Ｓ」
テイカ製薬 後発品 525.70 H25.12.13収載

外用薬 1319702Q4050 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 525.70 H25.12.13収載

外用薬 1319702Q4068 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％
「ニットー」

東亜薬品 後発品 525.70 H25.12.13収載

外用薬 1319702Q5021 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ リズモンＴＧ点眼液０．２５％ わかもと製薬 先発品 507.00
外用薬 1319702Q6028 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ リズモンＴＧ点眼液０．５％ わかもと製薬 先発品 735.90
外用薬 1319703Q2086 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アゾテシン点眼液０．０２％ 参天製薬 後発品 84.80
外用薬 1319703Q2094 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズラビン点眼液０．０２％ 日本点眼薬研究所 後発品 84.80
外用薬 1319703Q2108 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン点眼液０．０２％「ニッ

トー」
日東メディック 後発品 84.80

外用薬 1319703Q2116 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン点眼液０．０２％「わかも
と」

わかもと製薬 後発品 84.80

外用薬 1319703Q2124 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ＡＺ点眼液０．０２％ ゼリア新薬工業 後発品 93.50
外用薬 1319706Q1075 ピレノキシン ０．００５％１ｍＬ

（溶解後の液として）
カタリンＫ点眼用０．００５％ 千寿製薬 準先発品 ○ 12.50

外用薬 1319706Q1083 ピレノキシン ０．００５％１ｍＬ
（溶解後の液として）

ピレノキシン点眼用０．００５％
「ニットー」

日東メディック 後発品 6.70

外用薬 1319706Q2039 ピレノキシン ０．００５％１ｍＬ
（溶解後の液として）

カタリン点眼用０．００５％ 千寿製薬 12.50

外用薬 1319706Q3035 ピレノキシン ０．００５％５ｍＬ１ カリーユニ点眼液０．００５％ 参天製薬 後発品 63.70
外用薬 1319707Q2050 グリチルリチン酸二カリ

ウム
１％５ｍＬ１瓶 ノイボルミチン点眼液１％ 参天製薬 88.30

外用薬 1319708Q1090 グルタチオン ２％１ｍＬ タチオン点眼用２％ 長生堂製薬 23.40
外用薬 1319709Q3020 コンドロイチン硫酸エス

テルナトリウム
１％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン１％点眼液 参天製薬 後発品 84.80

外用薬 1319709Q3039 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

１％５ｍＬ１瓶 コンドロン点眼液１％ 科研製薬 84.80 H25.3.31まで

外用薬 1319709Q3047 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

１％５ｍＬ１瓶 ムコロイド点眼液１％ 日本点眼薬研究所 後発品 84.80

外用薬 1319709Q4027 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

３％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン３％点眼液 参天製薬 後発品 87.70

外用薬 1319709Q4043 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

３％５ｍＬ１瓶 コンドロン点眼液３％ 科研製薬 準先発品 ○ 87.70 H25.3.31まで

外用薬 1319709Q4060 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

３％５ｍＬ１瓶 ムコロイド点眼液３％ 日本点眼薬研究所 後発品 84.80

外用薬 1319710Q2051 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ファルコバ点眼液０．０２％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 84.80

外用薬 1319710Q2060 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ビタコバール点眼液０．０２％ 東亜薬品 後発品 84.80
外用薬 1319710Q2078 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 サンコバ点眼液０．０２％ 参天製薬 準先発品 ○ 93.00
外用薬 1319710Q2086 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 コバラム点眼液０．０２％ 日本点眼薬研究所 後発品 84.80
外用薬 1319710Q2094 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ソフティア点眼液０．０２％ 千寿製薬 後発品 84.80
外用薬 1319714M1060 フラビンアデニンジヌク

レオチド
０．１％１ｇ フラビタン眼軟膏０．１％ トーアエイヨー 30.50

外用薬 1319714Q3099 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶 ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテ
ン」

参天製薬 後発品 84.80

外用薬 1319714Q3102 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶 フラビタン点眼液０．０５％ トーアエイヨー 準先発品 ○ 95.60

外用薬 1319714Q3110 フラビンアデニンジヌク
レオチド

０．０５％５ｍＬ１瓶 ＦＡＤ点眼液０．０５％「ニッ
トー」

日東メディック 後発品 84.80

外用薬 1319715Q1031 ポリビニルアルコールヨ
ウ素

０．２％１ｍＬ ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 日本点眼薬研究所 21.70

外用薬 1319716Q3055 硫酸亜鉛水和物 ０．０６％５ｍＬ１瓶 オフサリンＰ点眼液０．０６％ 日本点眼薬研究所 後発品 84.80 H26.3.31まで
外用薬 1319716Q4035 硫酸亜鉛水和物 ０．２％５ｍＬ１瓶 サンチンク点眼液０．２％ 参天製薬 後発品 84.80
外用薬 1319717Q1170 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クモロールＰＦ点眼液２％ 日本点眼薬研究所 後発品 404.00
外用薬 1319717Q1189 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 メインター点眼液２％ マイラン製薬 後発品 382.90
外用薬 1319717Q1197 クロモグリク酸ナトリウ

ム
１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ミタヤク点眼液２％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 190.10

外用薬 1319717Q1200 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ルゲオン点眼液２％ わかもと製薬 後発品 404.00
外用薬 1319717Q1219 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 アルギノン点眼液２％ 東亜薬品 後発品 281.20
外用薬 1319717Q1227 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クモロール点眼液２％ ニッテン 後発品 382.90
外用薬 1319717Q1235 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クールウェイ点眼液２％ 高田製薬 後発品 657.10
外用薬 1319717Q1243 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモリーク点眼液２％ テイカ製薬 後発品 238.50
外用薬 1319717Q1251 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ノスラン点眼液２％ 科研製薬 後発品 541.70
外用薬 1319717Q1260 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 オフタルギー点眼液２％ 日新製薬（山形） 後発品 190.10
外用薬 1319717Q1278 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモフェロン点眼液２％ 千寿製薬 後発品 281.20
外用薬 1319717Q1286 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 シズレミン点眼液２％ イセイ 後発品 161.50
外用薬 1319717Q1294 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 トーワタール点眼液２％ 東和薬品 後発品 190.10
外用薬 1319717Q1308 クロモグリク酸ナトリウ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 インタール点眼液２％ サノフィ 先発品 ○ 733.10
外用薬 1319717Q2037 クロモグリク酸ナトリウ ７ｍｇ０．３５ｍＬ１ インタール点眼液ＵＤ２％ サノフィ 先発品 29.50
外用薬 1319718Q1060 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ リゾティア点眼液０．５％ 千寿製薬 後発品 20.70
外用薬 1319718Q1078 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ムコゾーム点眼液０．５％ 参天製薬 後発品 20.70
外用薬 1319719M1046 アシクロビル ３％１ｇ ゾビラックス眼軟膏３％ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 606.00

外用薬 1319719M1054 アシクロビル ３％１ｇ ビルレクス眼軟膏３％ 日本点眼薬研究所 後発品 508.50
外用薬 1319720Q1083 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 プロビスク０．４眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 3,696.50
外用薬 1319720Q1091 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒーロン０．４眼粘弾剤１％ エイエムオー・

ジャパン
先発品 ○ 6,797.30

外用薬 1319720Q1105 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 オペガンハイ０．４眼粘弾剤１％ 生化学工業 ★ 6,797.30
外用薬 1319720Q1113 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．４眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,185.50
外用薬 1319720Q1121 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒアガード０．４眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 後発品 3,227.50
外用薬 1319720Q1130 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．４眼粘弾剤

１％「コーワ」
興和 後発品 3,227.50

外用薬 1319720Q1148 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ピオネス０．４眼粘弾剤１％ テバ製薬 後発品 3,536.90
外用薬 1319720Q2063 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．５ｍＬ１筒 オペリード０．５眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,185.50
外用薬 1319720Q3060 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアール点眼液０．１ キョーリンリメ

ディオ
後発品 200.20

外用薬 1319720Q3078 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアレイン点眼液０．１％ 参天製薬 先発品 ○ 448.80
外用薬 1319720Q3086 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．１％ 科研製薬 後発品 300.80
外用薬 1319720Q3094 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアロンサン点眼液０．１％ 東亜薬品 後発品 300.80
外用薬 1319720Q3108 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．１％ 千寿製薬 後発品 327.10
外用薬 1319720Q3116 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％

「日新」
日新製薬（山形） 後発品 186.50

外用薬 1319720Q3124 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．
１％「ニッテン」

ニッテン 後発品 200.20

外用薬 1319720Q3132 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液
０．１％「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 204.90

外用薬 1319720Q3140 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％
「ファイザー」

ファイザー 後発品 200.20

外用薬 1319720Q3159 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．
１％「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 200.20 H26.3.31まで
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外用薬 1319720Q3167 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．
１％「ＴＳ」

テイカ製薬 後発品 200.20

外用薬 1319720Q3175 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％
「わかもと」

わかもと製薬 後発品 186.50 H24.6.22収載

外用薬 1319720Q3183 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．
１％「トーワ」

東和薬品 後発品 200.20 H25.3.21収載

外用薬 1319720Q4031 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％０．４ｍＬ１ ヒアレインミニ点眼液０．１％ 参天製薬 先発品 16.30
外用薬 1319720Q5038 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１ ヒアレインミニ点眼液０．３％ 参天製薬 先発品 ○ 23.30
外用薬 1319720Q5046 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１ アイケアミニ点眼液０．３％ 科研製薬 後発品 16.70
外用薬 1319720Q5054 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１

個
ヒアールミニ点眼液０．３％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 10.90

外用薬 1319720Q5062 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１
個

ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．
３％「日新」

日新製薬（山形） 後発品 10.90

外用薬 1319720Q5070 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１ ヒアロンサンミニ点眼液０．３％ 東亜薬品 後発品 16.70
外用薬 1319720Q5089 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１

個
ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液
０．３％「ニッテン」

ニッテン 後発品 10.90

外用薬 1319720Q5097 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１
個

ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液
０．３％「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 10.90

外用薬 1319720Q5100 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１
個

ティアバランスミニムス点眼液０．
３％

千寿製薬 後発品 16.70

外用薬 1319720Q5119 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１
個

ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．
３％「わかもと」

わかもと製薬 後発品 10.90 H24.6.22収載

外用薬 1319720Q6077 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％ 生化学工業 後発品 7,714.10
外用薬 1319720Q6085 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 プロビスク０．７眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 3,696.50
外用薬 1319720Q7111 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペガン０．６眼粘弾剤１％ 生化学工業 先発品 ○ 7,714.10
外用薬 1319720Q7120 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペリード０．６眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,342.80
外用薬 1319720Q7146 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒーロン０．６眼粘弾剤１％ エイエムオー・

ジャパン
先発品 ○ 6,797.30

外用薬 1319720Q7154 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペガンハイ０．６眼粘弾剤１％ 生化学工業 ★ 6,797.30
外用薬 1319720Q7162 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．６眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,342.80
外用薬 1319720Q7170 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアガード０．６眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 後発品 3,227.50
外用薬 1319720Q7189 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤

１％「コーワ」
興和 後発品 3,227.50

外用薬 1319720Q7197 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ピオネス０．６眼粘弾剤１％ テバ製薬 後発品 3,536.90
外用薬 1319720Q7200 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 プロビスク０．６眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 3,696.50 H25.6.21収載
外用薬 1319720Q8134 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ 生化学工業 ★ 7,714.10
外用薬 1319720Q8142 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤 資生堂 後発品 6,342.80
外用薬 1319720Q8150 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ピオネス０．８５眼粘弾剤１％ テバ製薬 後発品 3,536.90
外用薬 1319720Q8169 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアガード０．８５眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 後発品 3,227.50
外用薬 1319720Q8177 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 プロビスク０．８５眼粘弾剤１％ 日本アルコン 後発品 3,696.50
外用薬 1319720Q8185 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒーロン０．８５眼粘弾剤１％ エイエムオー・

ジャパン
先発品 ○ 7,714.10

外用薬 1319720Q8193 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤
１％「コーワ」

興和 後発品 3,227.50

外用薬 1319720Q9041 ヒアルロン酸ナトリウム １％１．１ｍＬ１筒 オペガン１．１眼粘弾剤１％ 生化学工業 先発品 ○ 8,629.30
外用薬 1319720Q9050 ヒアルロン酸ナトリウム １％１．１ｍＬ１筒 オペリード１．１眼粘弾剤１％ 資生堂 後発品 6,480.00
外用薬 1319720Y1032 ヒアルロン酸ナトリウム ２．３％０．６ｍＬ１

筒
ヒーロンＶ０．６眼粘弾剤２．３％ エイエムオー・

ジャパン
先発品 10,408.60

外用薬 1319720Y2020 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアレイン点眼液０．３％ 参天製薬 先発品 ○ 643.10
外用薬 1319720Y2039 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％

「ファイザー」
ファイザー 後発品 286.20

外用薬 1319720Y2047 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．
３％「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 286.20 H26.3.31まで

外用薬 1319720Y2055 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．
３％「ＴＳ」

テイカ製薬 後発品 286.20

外用薬 1319720Y2063 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．３％ 科研製薬 後発品 430.00 H24.6.22収載
外用薬 1319720Y2071 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．

３％「トーワ」
東和薬品 後発品 286.20 H25.3.21収載

外用薬 1319720Y2080 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．３％ 千寿製薬 後発品 467.60 H25.6.21収載
外用薬 1319720Y2098 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアロンサン点眼液０．３％ 東亜薬品 後発品 430.00 H25.6.21収載
外用薬 1319721Q1037 インドメタシン ０．５％１ｍＬ インドメロール点眼液０．５％ 千寿製薬 先発品 135.10
外用薬 1319722M1048 オフロキサシン ０．３％１ｇ オフロキシン眼軟膏０．３％ 東亜薬品 後発品 81.10
外用薬 1319722M1056 オフロキサシン ０．３％１ｇ タリビッド眼軟膏０．３％ 参天製薬 先発品 ○ 123.20
外用薬 1319722Q1031 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オーハラキシン点眼液０．３％ 大原薬品工業 後発品 46.30
外用薬 1319722Q1040 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ キサトロン点眼液０．３％ 昭和薬品化工 後発品 53.10
外用薬 1319722Q1058 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オプール点眼液０．３％ 沢井製薬 後発品 57.00
外用薬 1319722Q1066 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オルカビット点眼液０．３％ シオノケミカル 後発品 46.30
外用薬 1319722Q1074 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリフロン点眼液０．３％ 東和薬品 後発品 46.30
外用薬 1319722Q1082 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ ファルキサシン点眼液０．３％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 37.90

外用薬 1319722Q1090 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキシン点眼液０．３％ 東亜薬品 後発品 67.20
外用薬 1319722Q1112 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサット点眼液０．３％ 日医工 後発品 53.10 H26.3.31まで
外用薬 1319722Q1120 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリキサシン点眼液０．３％ 日新製薬（山形） 後発品 43.00 H26.3.31まで
外用薬 1319722Q1139 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリザート点眼液０．３％ 大正薬品工業 後発品 43.00 H26.3.31まで
外用薬 1319722Q1147 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ マロメール点眼液０．３％ 大興製薬 後発品 57.00
外用薬 1319722Q1155 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフテクター点眼液０．３％ 富士薬品 後発品 67.20
外用薬 1319722Q1163 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリビッド点眼液０．３％ 参天製薬 先発品 ○ 114.20
外用薬 1319722Q1171 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「Ｃ

ＨＯＳ」
シー・エイチ・
オー新薬

後発品 43.00

外用薬 1319722Q1180 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「タ
ナベ」

長生堂製薬 後発品 43.00 H26.3.31まで

外用薬 1319722Q1198 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「テ
バ」

大正薬品工業 後発品 43.00 H25.6.21収載

外用薬 1319722Q1201 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 後発品 43.00 H25.12.13収載

外用薬 1319722Q1210 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日
医工」

日医工 後発品 53.10 H25.12.13収載

外用薬 1319722Q1228 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「日
新」

日新製薬（山形） 後発品 43.00 H25.12.13収載

外用薬 1319722Q2020 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシンゲル化点眼液０．
３％「わかもと」

わかもと製薬 後発品 81.00

外用薬 1319723Q1010 イドクスウリジン ０．１％１ｍＬ 局 イドクスウリジン点眼液 100.80
外用薬 1319724Q1103 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン点眼液０．１％

「わかもと」
わかもと製薬 後発品 23.30

外用薬 1319724Q1111 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ルポック点眼液０．１％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 25.20 H25.3.31まで

外用薬 1319724Q1120 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ニフラン点眼液０．１％ 千寿製薬 先発品 ○ 48.70
外用薬 1319724Q1138 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ハオプラ点眼液０．１％ 日本点眼薬研究所 後発品 25.20
外用薬 1319724Q1146 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ムルキナ点眼液０．１％ 日東メディック 後発品 25.20
外用薬 1319724Q1154 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プロラノン点眼液０．１％ 参天製薬 後発品 30.50
外用薬 1319724Q1162 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ バルライザー点眼液０．１％ 日新製薬（山形） 後発品 23.30
外用薬 1319725Q1035 アンレキサノクス １２．５ｍｇ５ｍＬ１ エリックス点眼液０．２５％ 千寿製薬 先発品 840.30
外用薬 1319726Q1099 ジクロフェナクナトリウ ０．１％１ｍＬ ジクロスターＰＦ点眼液０．１％ 日本点眼薬研究所 後発品 51.00
外用薬 1319726Q1102 ジクロフェナクナトリウ ０．１％１ｍＬ ジクロード点眼液０．１％ わかもと製薬 先発品 ○ 91.40
外用薬 1319726Q1110 ジクロフェナクナトリウ ０．１％１ｍＬ ジクロスター点眼液０．１％ ニッテン 後発品 44.60
外用薬 1319726Q1129 ジクロフェナクナトリウ ０．１％１ｍＬ ジクロフェナック点眼液０．１％ 東亜薬品 後発品 51.00
外用薬 1319726Q1137 ジクロフェナクナトリウ ０．１％１ｍＬ ベギータ点眼液０．１％ シオノケミカル 後発品 44.60
外用薬 1319726Q1145 ジクロフェナクナトリウ ０．１％１ｍＬ スタフルミン点眼液０．１％ 昭和薬品化工 後発品 44.60
外用薬 1319726Q1153 ジクロフェナクナトリウ ０．１％１ｍＬ ボナフェック点眼液０．１％ 日新製薬（山形） 後発品 33.90
外用薬 1319727Q1131 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ フロバール点眼液０．３％ マイラン製薬 後発品 71.00
外用薬 1319727Q1140 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ノキサシン点眼液０．３％ わかもと製薬 後発品 71.00
外用薬 1319727Q1158 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ノフロ点眼液０．３％ 日医工 先発品 ○ 116.40
外用薬 1319727Q1166 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ミタトニン点眼液０．３％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 61.80

外用薬 1319727Q1174 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ バクシダール点眼液０．３％ 杏林製薬 先発品 ○ 116.40
外用薬 1319727Q1182 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ノフロキサン点眼液０．３％ 日医工ファーマ 後発品 40.80
外用薬 1319727Q1190 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ バクファミル点眼液０．３％ 日新製薬（山形） 後発品 49.40
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外用薬 1319727Q1204 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ビスコレット点眼液０．３％ 富士薬品 後発品 49.40
外用薬 1319727Q1212 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ マリオットン点眼液０．３％ 鶴原製薬 後発品 36.90
外用薬 1319730Q1010 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
ケトチフェンフマル酸塩３．４５ｍ
ｇ５ｍＬ点眼液

後発品 155.40

外用薬 1319730Q1206 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

セキトン点眼液０．０５％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 204.20

外用薬 1319730Q1214 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１ フサコール点眼液０．０５％ メディサ新薬 後発品 421.60
外用薬 1319730Q1222 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
ケトチフェンＰＦ点眼液０．０５％
「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 445.00

外用薬 1319730Q1230 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ケトチフェン点眼液０．０５％「Ｔ
ＯＡ」

東亜薬品 後発品 242.30

外用薬 1319730Q1249 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１ ザジテン点眼液０．０５％ 日本アルコン 先発品 ○ 752.60
外用薬 1319730Q1257 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１ フマルトン点眼液０．０５％ ニッテン 後発品 392.20
外用薬 1319730Q1265 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１ フマルフェン点眼液０．０５％ 日医工 後発品 242.30 H26.3.31まで
外用薬 1319730Q1273 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
ケトチフェン点眼液０．０５％「Ｔ
ＹＫ」

大正薬品工業 後発品 204.20

外用薬 1319730Q1281 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１ ケトテン点眼液０．０５％ 沢井製薬 後発品 296.90 H26.3.31まで
外用薬 1319730Q1290 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１ スプデル点眼液０．０５％ 東和薬品 後発品 204.20
外用薬 1319730Q1303 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１ ニチカード点眼液０．０５％ 日新製薬（山形） 後発品 179.60
外用薬 1319730Q1311 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
ケトチフェン点眼液０．０５％「Ｃ
Ｈ」

長生堂製薬 後発品 242.30

外用薬 1319730Q1320 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１ マゴチフェン点眼液０．０５％ 鶴原製薬 後発品 204.20
外用薬 1319730Q1338 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１

瓶
ケトチフェン点眼液０．０５％「Ｓ
Ｗ」

沢井製薬 後発品 296.90 H25.12.13収載

外用薬 1319730Q1346 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ケトチフェン点眼液０．０５％「日
医工」

日医工 後発品 242.30 H25.12.13収載

外用薬 1319730Q2024 ケトチフェンフマル酸塩 ０．２７６ｍｇ０．４
ｍＬ１個

ザジテン点眼液ＵＤ０．０５％ 日本アルコン 先発品 30.60

外用薬 1319731Q1030 オキシグルタチオン ０．４６％１０ｍＬ１
瓶（希釈液付）

ビーエスエスプラス２５０眼灌流液
０．０１８４％

日本アルコン 先発品 4,226.50

外用薬 1319731Q2045 オキシグルタチオン ０．４６％２０ｍＬ１
瓶（希釈液付）

ビーエスエスプラス５００眼灌流液
０．０１８４％

日本アルコン 先発品 4,226.50

外用薬 1319731Q4030 オキシグルタチオン ５００ｍＬ１キット オペガードネオキット眼灌流液０．
０１８４％

千寿製薬 後発品 4,323.80

外用薬 1319732Q1035 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ レスキュラ点眼液０．１２％ アールテック・ウ
エノ

先発品 ○ 376.00

外用薬 1319732Q1043 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液
０．１２％「ＴＳ」

テイカ製薬 後発品 254.80

外用薬 1319732Q1051 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液
０．１２％「サワイ」

沢井製薬 後発品 254.80

外用薬 1319732Q1060 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液
０．１２％「タイヨー」

テバ製薬 後発品 276.40

外用薬 1319732Q1078 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストンＰＦ点
眼液０．１２％「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 276.40

外用薬 1319732Q1086 イソプロピルウノプロス
トン

０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液
０．１２％「ニッテン」

ニッテン 後発品 254.80

外用薬 1319733Q1048 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベタキール０．５％点眼液 沢井製薬 後発品 253.50
外用薬 1319733Q1064 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベトプティック　エス懸濁性点眼液

０．５％
日本アルコン 先発品 ○ 389.60

外用薬 1319733Q1072 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベトプティック点眼液０．５％ 日本アルコン 先発品 ○ 389.60
外用薬 1319733Q1080 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベタキソン点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 後発品 253.50
外用薬 1319734Q1042 塩酸ロメフロキサシン ０．３％１ｍＬ ロメフロン点眼液０．３％ 千寿製薬 先発品 124.80
外用薬 1319734Q2030 塩酸ロメフロキサシン ０．３％０．５ｍＬ１

個
ロメフロンミニムス眼科耳科用液
０．３％

千寿製薬 先発品 38.90

外用薬 1319735Q1047 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アラジオフ点眼液０．１％ キョーリンリメ
ディオ

後発品 501.80

外用薬 1319735Q1055 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ペミリドン点眼液０．１％ テイカ製薬 後発品 442.50
外用薬 1319735Q1063 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ペミラストン点眼液０．１％ アルフレッサ

ファーマ
先発品 ○ 661.20

外用薬 1319735Q1071 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アレギサール点眼液０．１％ 参天製薬 先発品 ○ 812.20
外用薬 1319736Q1041 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アレニスト点眼液０．５％ 東亜薬品 ★ 605.20
外用薬 1319736Q1050 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ガレシロール点眼液０．５％ シオノケミカル 後発品 530.30
外用薬 1319736Q1068 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラメラスＰＦ点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 先発品 ○ 670.20
外用薬 1319736Q1076 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 リザベン点眼液０．５％ キッセイ薬品工業 先発品 ○ 722.40
外用薬 1319736Q1084 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラメラス点眼液０．５％ ニッテン 先発品 ○ 605.20
外用薬 1319736Q1092 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「Ｔ テイカ製薬 後発品 530.30
外用薬 1319736Q1106 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 530.30

外用薬 1319736Q1114 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 530.30
外用薬 1319736Q1122 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「ＦＦ

Ｐ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 530.30

外用薬 1319737Q1038 アプラクロニジン塩酸塩 １％０．１ｍＬ１個 アイオピジンＵＤ点眼液１％ 日本アルコン 先発品 703.50
外用薬 1319738Q1024 ドルゾラミド塩酸塩 ０．５％１ｍＬ トルソプト点眼液０．５％ ＭＳＤ 先発品 199.50
外用薬 1319738Q2020 ドルゾラミド塩酸塩 １％１ｍＬ トルソプト点眼液１％ ＭＳＤ 先発品 289.10
外用薬 1319739Q1037 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ キサラタン点眼液０．００５％ ファイザー 先発品 ○ 769.30
外用薬 1319739Q1045 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％

「ＡＡ」
バイオテックベイ 後発品 570.80

外用薬 1319739Q1053 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ＫＲＭ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 437.60 H25.9.30まで

外用薬 1319739Q1061 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ＮＳ」

日新製薬（山形） 後発品 545.90

外用薬 1319739Q1070 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ＴＯＡ」

東亜薬品 後発品 545.90

外用薬 1319739Q1088 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ＴＳ」

テイカ製薬 後発品 437.60

外用薬 1319739Q1096 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「アメル」

共和薬品工業 後発品 570.80

外用薬 1319739Q1100 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「イセイ」

イセイ 後発品 512.00

外用薬 1319739Q1118 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「科研」

科研製薬 後発品 512.00

外用薬 1319739Q1126 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「キッセイ」

キッセイ薬品工業 後発品 476.70

外用薬 1319739Q1134 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 570.80

外用薬 1319739Q1142 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「コーワ」

大正薬品工業 後発品 512.00 H25.3.31まで

外用薬 1319739Q1150 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「サワイ」

沢井製薬 後発品 437.60

外用薬 1319739Q1169 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「三和」

三和化学研究所 後発品 374.40

外用薬 1319739Q1177 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「センジュ」

千寿製薬 後発品 570.80

外用薬 1319739Q1185 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「タカタ」

高田製薬 後発品 476.70

外用薬 1319739Q1193 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 512.00

外用薬 1319739Q1207 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「日医工」

日医工 後発品 374.40

外用薬 1319739Q1215 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ニッテン」

ニッテン 後発品 545.90

外用薬 1319739Q1223 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ニットー」

日東メディック 後発品 570.80

外用薬 1319739Q1231 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 476.70

外用薬 1319739Q1240 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「わかもと」

わかもと製薬 後発品 512.00

外用薬 1319739Q1258 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロストＰＦ点眼液０．００
５％「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 570.80

外用薬 1319739Q1266 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 512.00
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外用薬 1319739Q1274 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ＣＨ」

長生堂製薬 後発品 437.60

外用薬 1319739Q1282 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 512.00 H24.4.2収載

外用薬 1319739Q1290 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 437.60 H24.12.14収載

外用薬 1319740Q1048 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラノール点眼液０．２５％ テイカ製薬 先発品 ○ 349.90
外用薬 1319740Q1056 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ハイパジールコーワ点眼液０．２ 興和 先発品 ○ 391.50
外用薬 1319740Q1064 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％

「ＴＯＡ」
東亜薬品 後発品 292.60

外用薬 1319740Q1072 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％
「サワイ」

沢井製薬 後発品 240.60

外用薬 1319740Q1080 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％
「ニッテン」

ニッテン 後発品 271.20

外用薬 1319740Q1099 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロールＰＦ点眼液０．２
５％「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 292.60

外用薬 1319740Q1102 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％
「わかもと」

わかもと製薬 後発品 292.60

外用薬 1319741Q1042 イブジラスト ０．５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アイビナール点眼液０．０１％ ＭＳＤ 先発品 956.60
外用薬 1319741Q1050 イブジラスト ０．５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケタス点眼液０．０１％ 杏林製薬 先発品 950.20
外用薬 1319742Q1039 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ クラビット点眼液０．５％ 参天製薬 先発品 ○ 116.90
外用薬 1319742Q1047 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％

「ＣＨ」
長生堂製薬 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1055 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 84.60

外用薬 1319742Q1063 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1071 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 84.60 H26.3.31まで

外用薬 1319742Q1080 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「ＴＯＡ」

東亜薬品 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1098 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「ＴＳ」

テイカ製薬 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1101 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1110 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「アメル」

共和薬品工業 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1128 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1136 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「科研」

ダイト 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1144 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「キッセイ」

キッセイ薬品工業 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1152 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 84.60

外用薬 1319742Q1160 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「興和テバ」

大正薬品工業 後発品 84.60 H25.9.30まで

外用薬 1319742Q1179 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「タカタ」

高田製薬 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1187 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「トーワ」

東和薬品 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1195 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「日医工」

日医工 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1209 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1217 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1225 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1233 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「わかもと」

わかもと製薬 後発品 84.60

外用薬 1319742Q1241 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 84.60 H24.12.14収載

外用薬 1319742Q1250 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「ファイザー」

ファイザー 後発品 76.10 H24.12.14収載

外用薬 1319742Q1268 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液０．５％
「ＫＯＧ」

興和 後発品 76.10 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q1276 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％
「ニプロ」

ニプロ 後発品 84.60 H26.2.3収載

外用薬 1319742Q2027 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ クラビット点眼液１．５％ 参天製薬 先発品 ○ 118.20
外用薬 1319742Q2035 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％

「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

後発品 85.50 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2043 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「ＫＯＧ」

興和 後発品 76.90 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2051 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「ＴＳ」

テイカ製薬 後発品 85.50 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2060 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 85.50 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2078 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「アメル」

共和薬品工業 後発品 85.50 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2086 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 85.50 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2094 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「科研」

ダイト 後発品 85.50 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2108 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 85.50 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2116 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「タカタ」

高田製薬 後発品 85.50 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2124 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「テバ」

大正薬品工業 後発品 85.50 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2132 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 85.50 H25.6.21収載

外用薬 1319742Q2140 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局 レボフロキサシン点眼液１．５％
「ファイザー」

ファイザー 後発品 76.90 H25.6.21収載

外用薬 1319743Q1033 ブロムフェナクナトリウ
ム水和物

０．１％１ｍＬ ブロナック点眼液０．１％ 千寿製薬 先発品 ○ 121.70

外用薬 1319743Q1041 ブロムフェナクナトリウ
ム水和物

０．１％１ｍＬ ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％
「日新」

日新製薬（山形） 後発品 78.10 H25.12.13収載

外用薬 1319744Q1020 レボブノロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ミロル点眼液０．５％ 杏林製薬 先発品 ○ 432.20
外用薬 1319744Q1038 レボブノロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ レボブノロール塩酸塩点眼液０．

５％「ニッテン」
ニッテン 後発品 317.60

外用薬 1319744Q1046 レボブノロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ レボブノロール塩酸塩ＰＦ点眼液
０．５％「日点」

日本点眼薬研究所 後発品 334.00

外用薬 1319745Q1024 アシタザノラスト水和物 ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゼペリン点眼液０．１％ わかもと製薬 先発品 895.10
外用薬 1319746Q1029 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ リボスチン点眼液０．０２５％ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 148.00
外用薬 1319746Q1037 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％

「ＴＳ」
テイカ製薬 後発品 110.50

外用薬 1319746Q1045 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％
「サワイ」

沢井製薬 後発品 104.60

外用薬 1319746Q1053 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０
２５％「ＴＯＡ」

東亜薬品 後発品 110.50

外用薬 1319746Q1061 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０
２５％「三和」

三和化学研究所 後発品 96.30

外用薬 1319746Q1070 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０
２５％「わかもと」

わかもと製薬 後発品 110.50

外用薬 1319746Q1088 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％
「イセイ」

イセイ 後発品 96.30

外用薬 1319746Q1096 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％
「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 104.60

外用薬 1319746Q1100 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％
「ファイザー」

ファイザー 後発品 96.30 H24.6.22収載

外用薬 1319746Q1118 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％
「ＫＯＧ」

興和 後発品 96.30 H25.6.21収載
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外用薬 1319747Q1023 ブナゾシン塩酸塩 ０．０１％１ｍＬ デタントール０．０１％点眼液 参天製薬 先発品 306.50
外用薬 1319748Q1036 ブリンゾラミド １％１ｍＬ エイゾプト懸濁性点眼液１％ 日本アルコン 先発品 438.20
外用薬 1319749Q1030 ガチフロキサシン水和物 ０．３％１ｍＬ ガチフロ点眼液０．３％ 千寿製薬 先発品 125.40
外用薬 1319750Q1025 シクロスポリン ０．１％０．４ｍＬ１ パピロックミニ点眼液０．１％ 参天製薬 先発品 203.10
外用薬 1319751Q1020 トスフロキサシントシル

酸塩水和物
０．３％１ｍＬ オゼックス点眼液０．３％ 富山化学工業 先発品 148.40

外用薬 1319751Q1038 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

０．３％１ｍＬ トスフロ点眼液０．３％ 日東メディック 先発品 148.40

外用薬 1319752Q1024 オロパタジン塩酸塩 ０．１％１ｍＬ パタノール点眼液０．１％ 日本アルコン 先発品 192.90
外用薬 1319753Q1029 モキシフロキサシン塩酸 ０．５％１ｍＬ ベガモックス点眼液０．５％ 日本アルコン 先発品 126.90
外用薬 1319754Q1023 トラボプロスト ０．００４％１ｍＬ トラバタンズ点眼液０．００４％ 日本アルコン 先発品 979.60
外用薬 1319755Q1028 タクロリムス水和物 ０．１％５ｍＬ１瓶 タリムス点眼液０．１％ 千寿製薬 先発品 9,383.20
外用薬 1319756Q1022 タフルプロスト ０．００１５％１ｍＬ タプロス点眼液０．００１５％ 参天製薬 先発品 957.80
外用薬 1319756Q2029 タフルプロスト ０．００１５％０．３

ｍＬ１個
タプロスミニ点眼液０．００１５％ 参天製薬 先発品 96.90 H25.5.31収載

外用薬 1319757Q1027 ビマトプロスト ０．０３％１ｍＬ ルミガン点眼液０．０３％ 千寿製薬 先発品 933.00
外用薬 1319758Q1021 ジクアホソルナトリウム ３％５ｍＬ１瓶 ジクアス点眼液３％ 参天製薬 先発品 623.40
外用薬 1319759Q1026 ネパフェナク ０．１％１ｍＬ ネバナック懸濁性点眼液０．１％ 日本アルコン 先発品 186.00
外用薬 1319760Q1029 レバミピド ２％０．３５ｍＬ１本 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ 大塚製薬 先発品 26.30
外用薬 1319761Q1023 ブリモニジン酒石酸塩 ０．１％１ｍＬ アイファガン点眼液０．１％ 千寿製薬 先発品 438.20 H24.4.17収載
外用薬 1319762Q1028 エピナスチン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ アレジオン点眼液０．０５％ 参天製薬 先発品 385.80 H25.11.19収載
外用薬 1319800M1023 エリスロマイシンラクト

ビオン酸塩・コリスチン
メタンスルホン酸ナトリ

１ｇ エコリシン眼軟膏 参天製薬 先発品 ○ 34.00

外用薬 1319800M1040 エリスロマイシンラクト
ビオン酸塩・コリスチン
メタンスルホン酸ナトリ

１ｇ エリコリ眼軟膏Ｔ 日東メディック 後発品 31.30

外用薬 1319801Q1020 エリスロマイシンラクト
ビオン酸塩・コリスチン
メタンスルホン酸ナトリ

１ｍＬ エコリシン点眼液 参天製薬 先発品 ○ 25.00

外用薬 1319801Q1062 エリスロマイシンラクト
ビオン酸塩・コリスチン
メタンスルホン酸ナトリ

１ｍＬ 点眼用エリコリＴ 日東メディック 後発品 13.70

外用薬 1319802Q2020 クロラムフェニコール・
コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

５ｍＬ１瓶 オフサロン点眼液 わかもと製薬 後発品 84.80

外用薬 1319802Q2039 クロラムフェニコール・
コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

５ｍＬ１瓶 コリナコール点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 84.80

外用薬 1319807M1025 フラジオマイシン硫酸
塩・メチルプレドニゾロ

１ｇ ネオメドロールＥＥ軟膏 ファイザー 53.40

外用薬 1319808Q2036 ホウ酸・無機塩類配合剤 ５ｍＬ１瓶 人工涙液マイティア点眼液 千寿製薬 84.80
外用薬 1319809X2043 ネオスチグミン・無機塩

類配合剤
５ｍＬ１瓶 ミオピン点眼液 参天製薬 84.80

外用薬 1319809X2051 ネオスチグミン・無機塩
類配合剤

５ｍＬ１瓶 マイピリン点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 84.80

外用薬 1319810Q1029 トロピカミド・フェニレ
フリン塩酸塩

１ｍＬ オフミック点眼液 わかもと製薬 後発品 22.00

外用薬 1319810Q1053 トロピカミド・フェニレ
フリン塩酸塩

１ｍＬ ミドリンＰ点眼液 参天製薬 準先発品 ○ 29.40

外用薬 1319810Q1061 トロピカミド・フェニレ
フリン塩酸塩

１ｍＬ サンドールＰ点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 26.60

外用薬 1319811Q2020 フラビンアデニンジヌク
レオチドナトリウム・コ
ンドロイチン硫酸エステ
ルナトリウム

５ｍＬ１瓶 ムコファジン点眼液 わかもと製薬 84.80

外用薬 1319811Q2038 フラビンアデニンジヌク
レオチドナトリウム・コ
ンドロイチン硫酸エステ
ルナトリウム

５ｍＬ１瓶 ムコティア点眼液 日本点眼薬研究所 後発品 84.80

外用薬 1319812M1026 フラジオマイシン硫酸
塩・ベタメタゾンリン酸
エステルナトリウム

１ｇ 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 塩野義製薬 70.10

外用薬 1319813Q1049 フラジオマイシン硫酸
塩・ベタメタゾンリン酸
エステルナトリウム

１ｍＬ 点眼・点鼻用リンデロンＡ液 塩野義製薬 準先発品 ○ 81.80

外用薬 1319813Q1057 フラジオマイシン硫酸
塩・ベタメタゾンリン酸
エステルナトリウム

１ｍＬ ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 日本点眼薬研究所 後発品 38.50

外用薬 1319814Q1035 ブドウ糖・無機塩類配合 ２０ｍＬ１管 オペガードＭＡ眼灌流液 千寿製薬 先発品 628.60
外用薬 1319814Q4026 ブドウ糖・無機塩類配合 ３００ｍＬ１袋 オペガードＭＡ眼灌流液 千寿製薬 先発品 2,140.30
外用薬 1319814Q5022 ブドウ糖・無機塩類配合 ５００ｍＬ１袋 オペガードＭＡ眼灌流液 千寿製薬 先発品 2,170.60
外用薬 1319816Q1034 ヒアルロン酸ナトリウ

ム・コンドロイチン硫酸
エステルナトリウム

０．５ｍＬ１筒 ビスコート０．５眼粘弾剤 日本アルコン 後発品 6,241.20

外用薬 1319817Q1020 ラタノプロスト・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ ザラカム配合点眼液 ファイザー 先発品 1,297.20

外用薬 1319818Q1025 ヒアルロン酸ナトリウ
ム・コンドロイチン硫酸
エステルナトリウム

１ｍＬ１筒 ディスコビスク１．０眼粘弾剤 日本アルコン 先発品 10,466.40

外用薬 1319819Q1020 ドルゾラミド塩酸塩・チ
モロールマレイン酸塩

１ｍＬ コソプト配合点眼液 ＭＳＤ 先発品 668.00

外用薬 1319820Q1022 トラボプロスト・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ デュオトラバ配合点眼液 日本アルコン 先発品 1,354.50

外用薬 1319821Q1027 ブリンゾラミド・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ アゾルガ配合懸濁性点眼液 日本アルコン 先発品 438.20 H25.11.19収載

外用薬 1324700Q1035 オキシメタゾリン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ ナシビン点鼻・点眼液０．０５％ 佐藤製薬 4.40
外用薬 1324701R1035 塩酸テトラヒドロゾリン ０．１％１ｍＬ テトラヒドロゾリン鼻用スプレー

０．１％「ミナト」
原沢製薬工業 3.40

外用薬 1324702Q1042 トラマゾリン塩酸塩 ０．１１８％１ｍＬ トラマゾリン点鼻液０．１１８％
「ＡＦＰ」

アルフレッサ
ファーマ

7.20

外用薬 1324703Q1039 硝酸テトラヒドロゾリン ０．１％１ｍＬ ナーベル点鼻・点眼液０．１％ 日東メディック 4.90 H26.3.31まで
外用薬 1324704Q1033 ナファゾリン硝酸塩 ０．０５％１ｍＬ プリビナ液０．０５％ ノバルティス

ファーマ
4.50

外用薬 1325701Q1037 クロラムフェニコール ５ｍｇ１ｍＬ クロロマイセチン耳科用液０．５％ 第一三共 22.40
外用薬 1325702Q1040 セフメノキシム塩酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ（溶解

後の液として）
ベストロン耳鼻科用１％ 千寿製薬 先発品 92.40

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％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

先発品 95.50

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 407.30

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 316.00

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 316.00 H26.3.31まで

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 556.30

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 316.00 H26.3.31まで

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 342.10

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 316.00

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％ サノフィ 先発品 ○ 866.20

外用薬 1329702A1040 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

５０μｇ１カプセル リノコートカプセル鼻用５０μｇ 帝人ファーマ 先発品 39.70

外用薬 1329702R3101 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルベゾン点鼻液０．１％ テバ製薬 後発品 332.20

外用薬 1329702R3110 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ナイスピー点鼻液５０μｇ 東興薬品工業 後発品 590.10
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外用薬 1329702R3128 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

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 332.20 H26.3.31まで

外用薬 1329702R3144 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルデシンＡＱネーザル５０μｇ ＭＳＤ 後発品 791.30 H26.3.31まで

外用薬 1329702R3152 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

タウナスアクアスプレー点鼻５０μ
ｇ

共和薬品工業 後発品 411.50

外用薬 1329702R3160 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ペンブリンＡＱネーザル５０μｇ 沢井製薬 後発品 411.50

外用薬 1329702R3179 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

アルロイヤー点鼻液５０μｇ セオリアファーマ 後発品 745.30

外用薬 1329702R3187 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

ナナドラＡＱネーザル５０μｇ 日本化薬 後発品 500.60

外用薬 1329702R5031 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

９．３７５ｍｇ７．５
ｇ１瓶

マイリー点鼻液０．１２５％ マイラン製薬 後発品 477.70

外用薬 1329702R7034 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

１．５０ｍｇ０．９０
８７ｇ１瓶

ベクロメタゾン鼻用パウダー２５μ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 810.90

外用薬 1329702R7042 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

１．５０ｍｇ０．９０
８７ｇ１瓶

リノコートパウダースプレー鼻用２
５μｇ

帝人ファーマ 先発品 ○ 1,183.10

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 先発品 857.90
外用薬 1329705Q1190 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ

１瓶
エレクター点鼻液０．０５％ マイラン製薬 後発品 435.20

外用薬 1329705Q1204 ケトチフェンフマル酸塩 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 258.00

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

ケトチフェン点鼻液０．０５％「Ｔ
ＯＡ」

東亜薬品 後発品 465.40

外用薬 1329705Q1220 ケトチフェンフマル酸塩 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 303.70 H26.3.31まで

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

ケトチフェン点鼻液０．０５％「タ
イヨー」

テバ製薬 後発品 303.70 H25.3.31まで

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

ケトチフェンネーザル０．０５％
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 303.70

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

ケトテン点鼻液０．０５％ 沢井製薬 後発品 384.50 H26.3.31まで

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

スプデル点鼻液０．０５％ 東和薬品 後発品 347.30

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

フサコール点鼻液０．０５％ メディサ新薬 後発品 384.50

外用薬 1329705Q1280 ケトチフェンフマル酸塩 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 303.70

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

ザジテン点鼻液０．０５％ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 815.50

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

マゴチフェン点鼻液０．０５％ 鶴原製薬 後発品 303.70

外用薬 1329705Q1310 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 384.50 H25.12.13収載

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 先発品 ○ 119.20
外用薬 1329706Q1047 オフロキサシン ３ｍｇ１ｍＬ タリザート耳科用液０．３％ セオリアファーマ 後発品 85.40
外用薬 1329707Q1041 フルチカゾンプロピオン

酸エステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

キリガミール点鼻液５０μｇ２８噴
霧用

寿製薬 後発品 577.60

外用薬 1329707Q1050 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

スカイロン点鼻液５０μｇ２８噴霧
用

東興薬品工業 後発品 618.30

外用薬 1329707Q1068 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 512.10

外用薬 1329707Q1076 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワ
イ」２８噴霧用

沢井製薬 後発品 512.20

外用薬 1329707Q1092 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 577.60

外用薬 1329707Q1106 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　２
８噴霧用

大正薬品工業 後発品 512.10

外用薬 1329707Q1122 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「ＣＨ」２８噴霧用

長生堂製薬 後発品 429.00

外用薬 1329707Q1130 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「ＰＨ」２８噴霧用

キョーリンリメ
ディオ

後発品 512.10 H26.3.31まで

外用薬 1329707Q1149 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「タイヨー」２８噴霧用

テバ製薬 後発品 429.00 H25.3.31まで

外用薬 1329707Q1165 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フロラーズ点鼻液５０μｇ２８噴霧
用

日本臓器製薬 後発品 659.20

外用薬 1329707Q1173 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ミリカレット点鼻液５０μｇ２８噴
霧用

セオリアファーマ 後発品 577.60

外用薬 1329707Q1181 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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

先発品 ○ 818.90

外用薬 1329707Q1190 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 429.00

外用薬 1329707Q1203 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「マイラン」２８噴霧用

マイラン製薬 後発品 512.10

外用薬 1329707Q1211 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ファビ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 三和化学研究所 後発品 577.60

外用薬 1329707Q1220 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 429.00 H25.3.31まで

外用薬 1329707Q1238 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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

日医工 後発品 429.00

外用薬 1329707Q1246 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｎｉ
ｋＰ」２８噴霧用

日医工ファーマ 後発品 429.00 H24.6.1収載

外用薬 1329707Q1254 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏
林」２８噴霧用

キョーリンリメ
ディオ

後発品 512.10 H25.6.21収載

外用薬 1329707Q2030 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５
６噴霧用

グラクソ・スミス
クライン

先発品 ○ 818.90

外用薬 1329707Q2048 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 590.20

外用薬 1329707Q2056 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 516.10

外用薬 1329707Q2064 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用
「サワイ」５６噴霧用

沢井製薬 後発品 549.30

外用薬 1329707Q2072 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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
噴霧用

キョーリンリメ
ディオ

後発品 549.30 H26.3.31まで

外用薬 1329707Q2080 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 後発品 590.20

外用薬 1329707Q2099 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用
「杏林」５６噴霧用

キョーリンリメ
ディオ

後発品 549.30 H25.6.21収載

外用薬 1329707Q3028 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ファビ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 三和化学研究所 後発品 1,071.30

外用薬 1329707Q3036 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 968.10

外用薬 1329707Q3044 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 693.10

外用薬 1329707Q3052 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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

先発品 ○ 1,617.70

外用薬 1329707Q3060 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「ＰＨ」５６噴霧用

キョーリンリメ
ディオ

後発品 968.10 H26.3.31まで

外用薬 1329707Q3079 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ミリカレット点鼻液５０μｇ５６噴
霧用

セオリアファーマ 後発品 1,193.90

外用薬 1329707Q3095 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧
用

東興薬品工業 後発品 1,193.90

外用薬 1329707Q3109 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　５
６噴霧用

大正薬品工業 後発品 968.10

外用薬 1329707Q3117 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワ
イ」５６噴霧用

沢井製薬 後発品 1,071.30

外用薬 1329707Q3125 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 968.10

外用薬 1329707Q3133 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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

日医工 後発品 968.10

外用薬 1329707Q3141 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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 968.10 H25.3.31まで
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外用薬 1329707Q3150 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「マイラン」５６噴霧用

マイラン製薬 後発品 968.10

外用薬 1329707Q3168 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フロラーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧
用

日本臓器製薬 後発品 1,193.90

外用薬 1329707Q3176 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「ＣＨ」５６噴霧用

長生堂製薬 後発品 693.10

外用薬 1329707Q3184 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

キリガミール点鼻液５０μｇ５６噴
霧用

寿製薬 後発品 968.10

外用薬 1329707Q3192 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｎｉ
ｋＰ」５６噴霧用

日医工ファーマ 後発品 968.10 H24.6.1収載

外用薬 1329707Q3206 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏
林」５６噴霧用

キョーリンリメ
ディオ

後発品 968.10 H25.6.21収載

外用薬 1329707Q4024 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

８．１６ｍｇ１６ｍＬ
１瓶

フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴
霧用

日本臓器製薬 後発品 2,162.30 H25.12.13収載

外用薬 1329708Q1038 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１５ｍＬ
１瓶

リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１
１２噴霧用

ヤンセンファーマ 先発品 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 先発品 123.50
外用薬 1329710Q1027 モメタゾンフランカルボ

ン酸エステル
５ｍｇ１０ｇ１瓶 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴

霧用
ＭＳＤ 先発品 1,891.20

外用薬 1329710Q2023 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

９ｍｇ１８ｇ１瓶 ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２
噴霧用

ＭＳＤ 先発品 3,782.40

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

先発品 1,995.20

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 先発品 125.60

外用薬 1329712R1021 デキサメタゾンシペシル
酸エステル

５．６ｍｇ１瓶 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 日本新薬 先発品 1,758.40 H24.5.31収載

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 9.10

外用薬 2149700S1027 ビソプロロール ４ｍｇ１枚 ビソノテープ４ｍｇ トーアエイヨー 先発品 89.30 H25.8.27収載
外用薬 2149700S2023 ビソプロロール ８ｍｇ１枚 ビソノテープ８ｍｇ トーアエイヨー 先発品 123.00 H25.8.27収載
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
先発品 1,043.60

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 先発品 1,321.80

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 先発品 ○ 83.00
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 48.10
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 45.10 H26.3.31まで
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 55.80
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

「ＥＭＥＣ」
救急薬品工業 後発品 40.90

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 ★ 83.00
外用薬 2171700S1150 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 52.30 H24.12.14収載

外用薬 2171700S1168 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ
「テイコク」

帝國製薬 後発品 45.10 H25.6.21収載

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 52.30 H25.9.30まで
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 38.70
外用薬 2171701R4038 ニトログリセリン ０．６５％７．２ｇ１ ミオコールスプレー０．３ｍｇ トーアエイヨー 先発品 1,908.80
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
先発品 90.70

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 先発品 51.90

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 72.50

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 先発品 70.10

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 先発品 77.70

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

先発品 70.10

外用薬 2179700X1015 亜硝酸アミル ０．２５ｍＬ１管 局 亜硝酸アミル 758.40
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１２０ｍ 田辺三菱製薬 先発品 94,305.80
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 49.40

外用薬 2233700G2034 アセチルシステイン １７．６２％２ｍＬ１ ムコフィリン吸入液２０％ サンノーバ 63.70
外用薬 2234700G1043 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．

２％「タイヨー」
テバ製薬 後発品 10.30

外用薬 2234700G1051 ブロムヘキシン塩酸塩 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

先発品 ○ 17.40

外用薬 2252700G1025 ｄｌ－イソプレナリン塩
酸塩

０．５％１ｍＬ アスプール液（０．５％） アルフレッサ
ファーマ

17.50

外用薬 2252700G2021 ｄｌ－イソプレナリン塩
酸塩

１％１ｍＬ アスプール液（１％） アルフレッサ
ファーマ

25.00 H26.3.31まで

外用薬 2252704G2020 フェノテロール臭化水素
酸塩

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

先発品 682.00

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

先発品 24.90

外用薬 2254700G3030 サルブタモール硫酸塩 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 先発品 975.30

外用薬 2254700G4037 サルブタモール硫酸塩 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

先発品 959.80

外用薬 2259700G1034 トリメトキノール塩酸塩
水和物

０．５％１ｍＬ イノリン吸入液０．５％ 田辺三菱製薬 先発品 29.70

外用薬 2259701A1036 クロモグリク酸ナトリウ ２０ｍｇ１カプセル インタールカプセル外用２０ｍｇ サノフィ 先発品 41.50
外用薬 2259701G1039 クロモグリク酸ナトリウ １％２ｍＬ１管 リノジェット吸入液 共和薬品工業 後発品 33.80
外用薬 2259701G1047 クロモグリク酸ナトリウ １％２ｍＬ１管 ステリ・ネブ　クロモリン吸入液 大正薬品工業 後発品 44.00
外用薬 2259701G1055 クロモグリク酸ナトリウ １％２ｍＬ１管 クリード吸入液１％ 沢井製薬 後発品 44.00
外用薬 2259701G1063 クロモグリク酸ナトリウ １％２ｍＬ１管 インタール吸入液１％ サノフィ 先発品 ○ 59.30
外用薬 2259701R2036 クロモグリク酸ナトリウ ２％１０ｍＬ１瓶 インタールエアロゾル１ｍｇ サノフィ 先発品 2,864.90
外用薬 2259702G2021 イプラトロピウム臭化物

水和物
４．２０ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

アトロベントエロゾル２０μｇ 帝人ファーマ 先発品 906.90

外用薬 2259703G9020 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

７ｍｇ８．７ｇ１瓶 キュバール５０エアゾール 大日本住友製薬 先発品 2,499.60

外用薬 2259703Y1025 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

１５ｍｇ８．７ｇ１瓶 キュバール１００エアゾール 大日本住友製薬 先発品 3,311.40

外用薬 2259704G1032 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％１ｍＬ メプチン吸入液０．０１％ 大塚製薬 先発品 32.40

外用薬 2259704G5020 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％０．３ｍＬ
１個

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ 大塚製薬 先発品 18.20

外用薬 2259704G6026 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１％０．５ｍＬ
１個

メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ 大塚製薬 先発品 23.50

外用薬 2259704G7022 プロカテロール塩酸塩水
和物

２ｍｇ１キット メプチンクリックヘラー１０μｇ 大塚製薬 先発品 1,279.80

外用薬 2259704G8037 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１４３％２．５
ｍＬ１キット

メプチンキッドエアー５μｇ吸入１
００回

大塚製薬 先発品 749.70

外用薬 2259704G9033 プロカテロール塩酸塩水
和物

０．０１４３％５ｍＬ
１キット

メプチンエアー１０μｇ吸入１００
回

大塚製薬 先発品 947.90

外用薬 2259706G2020 オキシトロピウム臭化物 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

先発品 975.00

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 先発品 ○ 46.00
外用薬 2259707S1039 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 セキナリンテープ０．５ｍｇ 東和薬品 後発品 33.60
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「ＥＭ

ＥＣ」
ニプロパッチ 後発品 31.80

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
「ＨＭＴ」

久光製薬 後発品 31.80

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
「ＱＱ」

救急薬品工業 後発品 33.60

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 24.30
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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 28.20

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 33.60 H26.3.31まで
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 28.20 H26.3.31まで
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

「ＭＥＤ」
メディサ新薬 後発品 28.20

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 18.00

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 28.20

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
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 26.50

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
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 24.30

外用薬 2259707S1160 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 18.00

外用薬 2259707S1179 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 18.00 H24.6.22収載

外用薬 2259707S1187 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
「ＹＰ」

祐徳薬品工業 後発品 33.60 H25.6.21収載

外用薬 2259707S1195 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 後発品 28.20 H25.12.13収載

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 先発品 ○ 62.60
外用薬 2259707S2035 ツロブテロール １ｍｇ１枚 セキナリンテープ１ｍｇ 東和薬品 後発品 45.50
外用薬 2259707S2043 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１「ＥＭＥ ニプロパッチ 後発品 43.30
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 43.30

外用薬 2259707S2060 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「Ｑ 救急薬品工業 後発品 45.50
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 32.00

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 36.90

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 45.50 H26.3.31まで
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 36.90 H26.3.31まで
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 36.90

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 大原薬品工業 後発品 29.80
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 36.90

外用薬 2259707S2140 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「Ｓ シオノケミカル 後発品 36.90
外用薬 2259707S2159 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「Ｎ ニプロファーマ 後発品 32.00
外用薬 2259707S2167 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 29.80

外用薬 2259707S2175 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 29.80 H24.6.22収載

外用薬 2259707S2183 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「Ｙ 祐徳薬品工業 後発品 45.50 H25.6.21収載
外用薬 2259707S2191 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 36.90 H25.12.13収載

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 先発品 ○ 86.20
外用薬 2259707S3031 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 セキナリンテープ２ｍｇ 東和薬品 後発品 59.20
外用薬 2259707S3040 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２「ＥＭＥ ニプロパッチ 後発品 59.20
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 59.20

外用薬 2259707S3066 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「Ｑ 救急薬品工業 後発品 59.20
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 46.40

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 46.40

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 59.20 H26.3.31まで
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 54.60 H26.3.31まで
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 54.60

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 大原薬品工業 後発品 41.80
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 46.40

外用薬 2259707S3147 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「Ｓ シオノケミカル 後発品 46.40
外用薬 2259707S3155 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「Ｎ ニプロファーマ 後発品 46.40
外用薬 2259707S3163 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「アメ

ル」
共和薬品工業 後発品 46.40

外用薬 2259707S3171 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 41.80 H24.6.22収載

外用薬 2259707S3180 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「Ｙ 祐徳薬品工業 後発品 59.20 H25.6.21収載
外用薬 2259707S3198 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 54.60 H25.12.13収載

外用薬 2259708G1022 サルメテロールキシナホ
酸塩

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

先発品 44.60

外用薬 2259708G2029 サルメテロールキシナホ
酸塩

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

先発品 60.70

外用薬 2259708G3025 サルメテロールキシナホ
酸塩

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

先発品 3,943.90

外用薬 2259709G1027 チオトロピウム臭化物水
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

先発品 199.20

外用薬 2259709G2023 チオトロピウム臭化物水
和物

１５０μｇ１キット スピリーバ２．５μｇレスピマット
６０吸入

日本ベーリンガー
インゲルハイム

先発品 6,704.50

外用薬 2259710G1020 インダカテロールマレイ
ン酸塩

１５０μｇ１カプセル オンブレス吸入用カプセル１５０μ
ｇ

ノバルティス
ファーマ

先発品 139.60

外用薬 2259711G1024 ホルモテロールフマル酸
塩水和物

２５２μｇ１キット
（９μｇ）

オーキシス９μｇタービュヘイラー
２８吸入

アストラゼネカ 先発品 1,660.00 H24.8.28収載

外用薬 2259711G2020 ホルモテロールフマル酸
塩水和物

５４０μｇ１キット
（９μｇ）

オーキシス９μｇタービュヘイラー
６０吸入

アストラゼネカ 先発品 3,496.60 H25.11.29収載

外用薬 2259712G1029 グリコピロニウム臭化物 ５０μｇ１カプセル シーブリ吸入用カプセル５０μｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 199.20 H24.11.22収載

外用薬 2259800J1030 ｄｌ－メチルエフェドリ
ン塩酸塩・ジプロフィリ

１個 アニスーマ坐剤 長生堂製薬 21.80

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０．１２
５％

アルフレッサ
ファーマ

5.30

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 583.10

外用薬 2259805G1027 インダカテロールマレイ
ン酸塩・グリコピロニウ
ム臭化物

１カプセル ウルティブロ吸入用カプセル ノバルティス
ファーマ

先発品 271.00 H25.11.19収載

外用薬 2260700B1097 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

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
リウム水和物

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
リウム水和物

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
リウム水和物

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
リウム水和物

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
リウム水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「ＫＲ
Ｍ」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.90 H25.9.30まで

外用薬 2260700B1151 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

０．４％１ｇ アズレン散含嗽用０．４％「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 5.90 H24.12.14収載

外用薬 2260700C1092 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

０．４％１ｇ アズノール・ガーグル顆粒０．４％ 日本新薬 準先発品 ○ 6.20

外用薬 2260700C1106 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

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
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外用薬 2260700C1114 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

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
リウム水和物

０．４％１ｇ アテネレン含嗽用顆粒０．４％ 鶴原製薬 後発品 5.90 H26.3.31まで

外用薬 2260700C1130 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

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 2260700C1149 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

０．４％１ｇ アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツル
ハラ」

鶴原製薬 後発品 5.90 H25.12.13収載

外用薬 2260700F1021 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

４％１ｍＬ アズノールうがい液４％ 日本点眼薬研究所 後発品 48.90

外用薬 2260700F1030 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

４％１ｍＬ アズガグルうがい液Ｔ４％ 東亜薬品 後発品 41.50

外用薬 2260700F1056 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

４％１ｍＬ アズレイうがい液４％ 協和新薬 後発品 53.70

外用薬 2260700F1080 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

４％１ｍＬ アボダースうがい液４％ テバ製薬 後発品 41.50

外用薬 2260700F1099 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

４％１ｍＬ アズレンガーグル４％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 41.50

外用薬 2260700F1102 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ケンエー」 健栄製薬 後発品 41.50

外用薬 2260700F1129 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 後発品 41.50

外用薬 2260700F1137 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＳＵ」 鶴原製薬 後発品 41.50

外用薬 2260700F2028 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

１％１ｍＬ アズレワンうがい液１％ イセイ 後発品 12.00

外用薬 2260700F2036 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

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 12.00

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 2.00
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 2.40
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 2.40
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 2.60
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 2.60
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 2.40
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 2.40
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 2.40
外用薬 2260701F1271 ポビドンヨード ７％１ｍＬ イソジンガーグル液７％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
準先発品 ○ 3.30

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 後発品 2.00 H25.3.31まで

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 2.40
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 2.40 H26.3.31まで
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 2.60

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 2.60

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 2.40
外用薬 2260701F1352 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「日医

工」
日医工 後発品 2.00 H24.6.1収載

外用薬 2260701F1360 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨード含嗽用液７％「Ｙ 陽進堂 後発品 2.40 H25.6.21収載
外用薬 2260702F1055 アズレンスルホン酸ナト

リウム水和物・炭酸水素
ナトリウム

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
リウム水和物・炭酸水素
ナトリウム

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 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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

先発品 27.70

外用薬 2290700G2022 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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

先発品 37.20

外用薬 2290700G3029 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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

先発品 48.50

外用薬 2290700G4025 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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

先発品 1,682.90

外用薬 2290700G5021 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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

先発品 2,261.00

外用薬 2290700G6028 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

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

先発品 2,969.80

外用薬 2290700G7032 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

９．７２ｍｇ１０．６
ｇ１瓶

フルタイド５０μｇエアゾール１２
０吸入用

グラクソ・スミス
クライン

先発品 2,248.20

外用薬 2290700G8039 フルチカゾンプロピオン
酸エステル

１２．２５ｍｇ７．０
ｇ１瓶

フルタイド１００μｇエアゾール６
０吸入用

グラクソ・スミス
クライン

先発品 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 先発品 1,642.70

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 先発品 1,642.70

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 先発品 2,137.30

外用薬 2290701G4020 ブデソニド ０．２５ｍｇ２ｍＬ１ パルミコート吸入液０．２５ｍｇ アストラゼネカ 先発品 250.20
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 先発品 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１１
２吸入用

帝人ファーマ 先発品 1,797.30

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１
１２吸入用

帝人ファーマ 先発品 2,312.30

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５
６吸入用

帝人ファーマ 先発品 2,312.30

外用薬 2290702G4024 シクレソニド ５．６ｍｇ３．３ｇ１
キット

オルベスコ１００μｇインヘラー５
６吸入用

帝人ファーマ 先発品 1,835.60

外用薬 2290703G1020 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

６ｍｇ１キット（１０
０μｇ）

アズマネックスツイストヘラー１０
０μｇ６０吸入

ＭＳＤ 先発品 2,526.70

外用薬 2290703G2026 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

１２ｍｇ１キット（２
００μｇ）

アズマネックスツイストヘラー２０
０μｇ６０吸入

ＭＳＤ 先発品 3,240.30

外用薬 2290704G1024 ドルナーゼ アルファ
（遺伝子組換え）

２．５ｍｇ２．５ｍＬ
１管

プルモザイム吸入液２．５ｍｇ 中外製薬 先発品 6,664.80 H24.5.29収載

外用薬 2290800G1032 サルメテロールキシナホ
酸塩・フルチカゾンプロ
ピオン酸エステル

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

先発品 2,918.50

外用薬 2290800G2039 サルメテロールキシナホ
酸塩・フルチカゾンプロ
ピオン酸エステル

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

先発品 3,372.80

外用薬 2290800G3035 サルメテロールキシナホ
酸塩・フルチカゾンプロ
ピオン酸エステル

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

先発品 3,823.30

外用薬 2290800G4031 サルメテロールキシナホ
酸塩・フルチカゾンプロ
ピオン酸エステル

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

先発品 6,183.20

外用薬 2290800G5038 サルメテロールキシナホ
酸塩・フルチカゾンプロ
ピオン酸エステル

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

先発品 7,132.70

外用薬 2290800G6034 サルメテロールキシナホ
酸塩・フルチカゾンプロ
ピオン酸エステル

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

先発品 8,155.60

外用薬 2290800G7030 サルメテロールキシナホ
酸塩・フルチカゾンプロ
ピオン酸エステル

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

先発品 6,521.40

外用薬 2290800G8029 サルメテロールキシナホ
酸塩・フルチカゾンプロ
ピオン酸エステル

１２．０ｇ１瓶 アドエア１２５エアゾール１２０吸
入用

グラクソ・スミス
クライン

先発品 7,586.50

外用薬 2290800G9025 サルメテロールキシナホ
酸塩・フルチカゾンプロ
ピオン酸エステル

１２．０ｇ１瓶 アドエア２５０エアゾール１２０吸
入用

グラクソ・スミス
クライン

先発品 8,640.70
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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 先発品 2,913.10

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 先発品 5,751.70

外用薬 2290802G1023 フルチカゾンプロピオン
酸エステル・ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物

５６吸入１瓶 フルティフォーム５０エアゾール５
６吸入用

杏林製薬 先発品 2,735.20 H25.11.19収載

外用薬 2290802G2020 フルチカゾンプロピオン
酸エステル・ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物

５６吸入１瓶 フルティフォーム１２５エアゾール
５６吸入用

杏林製薬 先発品 3,193.10 H25.11.19収載

外用薬 2290803G1028 ビランテロールトリフェ
ニル酢酸塩・フルチカゾ
ンフランカルボン酸エス

１４吸入１キット レルベア１００エリプタ１４吸入用 グラクソ・スミス
クライン

先発品 2,816.80 H25.11.19収載

外用薬 2290803G2024 ビランテロールトリフェ
ニル酢酸塩・フルチカゾ
ンフランカルボン酸エス

１４吸入１キット レルベア２００エリプタ１４吸入用 グラクソ・スミス
クライン

先発品 3,143.90 H25.11.19収載

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 11.70 H25.3.31まで
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 2357700X1094 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 10.90
外用薬 2357700X1116 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン　シオエ シオエ製薬 11.70
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 H25.3.31まで
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 11.70
外用薬 2357700X1191 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン〈ハチ〉 東洋製薬化成 11.70
外用薬 2357700X1213 グリセリン １０ｍＬ 局 ※ グリセリン（東海製薬） 東海製薬 10.90
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 H26.3.31まで
外用薬 2357700X1256 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「マルイシ」 丸石製薬 11.70
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 11.70
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 11.70
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 11.70
外用薬 2357700X1493 グリセリン １０ｍＬ 局 グリセリン「ＮｉｋＰ」 日医工 11.70 H24.6.1収載
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 11.70
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 11.70
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 11.70
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 11.70
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 74.20
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３ 日医工ファーマ 後発品 70.80
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 70.80
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 74.20
外用薬 2357701K4082 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラ 明治薬品 後発品 100.30
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 100.30
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 100.30
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 114.10
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 97.80
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 114.20
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 101.80
外用薬 2357701K6182 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラ 明治薬品 後発品 117.90
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 後発品 97.80
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 準先発品 ○ 114.20
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 117.90
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 123.40
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 123.20
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 145.80
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 122.70
外用薬 2357701K8150 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラ 明治薬品 後発品 145.80
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 後発品 115.70
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 145.80
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 168.00
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 168.00
外用薬 2357701K9149 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「マイラ 明治薬品 後発品 202.20
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 142.00
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 168.00
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 117.90
外用薬 2359700J1010 ビサコジル ２ｍｇ１個 局 ビサコジル坐剤 19.30
外用薬 2359700J2017 ビサコジル １０ｍｇ１個 局 ビサコジル坐剤 19.30
外用薬 2359700J2106 ビサコジル １０ｍｇ１個 局 テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 味の素製薬 21.00
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 準先発品 ○ 51.00

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 テバ製薬 後発品 29.30

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 健栄製薬     16.50
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 16.50 H25.3.31まで
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 16.50
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 14.20
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 ヤクハン製薬 16.50
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 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 16.50
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 丸石製薬 16.50
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 16.50
外用薬 2399702E1033 テトラサイクリン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アクロマイシントローチ１５ｍｇ ポーラファルマ 9.50
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 準先発品 ○ 63.90
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 33.90

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 63.90
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 47.00
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 先発品 42.40

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 41.00

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 45.90

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

準先発品 ○ 69.40

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 66.80

外用薬 2399708A1039 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

５０μｇ１カプセル サルコートカプセル外用５０μｇ 帝人ファーマ 先発品 51.10

外用薬 2399709E1035 セチルピリジニウム塩化
物水和物

２ｍｇ１錠 スプロールトローチ２ｍｇ 岩城製薬 後発品 5.60 H26.3.31まで

外用薬 2399709E1043 セチルピリジニウム塩化
物水和物

２ｍｇ１錠 セチルピリジニウム塩化物トローチ
２ｍｇ「イワキ」

岩城製薬 後発品 5.60 H25.12.13収載

外用薬 2399710E1038 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠 ノードマントローチ０．２５ｍｇ テバ製薬 後発品 5.60
外用薬 2399710E1046 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
後発品 5.60
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外用薬 2399712E1045 ドミフェン臭化物 ０．５ｍｇ１錠 オラドールＳトローチ０．５ｍｇ テバ製薬 5.80
外用薬 2399712E1053 ドミフェン臭化物 ０．５ｍｇ１錠 オラドールトローチ０．５ｍｇ テバ製薬 5.80
外用薬 2399713E1058 アズレンスルホン酸ナト

リウム水和物
５ｍｇ１錠 アズレミック錠口腔用５ｍｇ 東洋製薬化成 ★ 18.10 H26.3.31まで

外用薬 2399713E1066 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

５ｍｇ１錠 アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 18.10

外用薬 2399713E1074 アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物

５ｍｇ１錠 フォルテガード錠口腔用５ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 8.70 H26.3.31まで

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 先発品 ○ 64.00
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 36.20
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 33.00
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 36.20
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 先発品 ○ 105.80
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 61.70
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 57.60
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 48.10
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 先発品 141.00
外用薬 2399715J1020 メサラジン １ｇ１個 ペンタサ坐剤１ｇ 杏林製薬 先発品 347.80 H25.5.31収載
外用薬 2399715X1023 メサラジン １ｇ１個 ペンタサ注腸１ｇ 杏林製薬 先発品 ○ 871.80
外用薬 2399715X1031 メサラジン １ｇ１個 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 後発品 554.40 H24.6.22収載
外用薬 2399800X1033 クロルヘキシジン塩酸

塩・ジフェンヒドラミン
１ｇ デスパコーワ口腔用クリーム 興和 33.70

外用薬 2399801E1037 リン酸二カリウム・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 先発品 653.50

外用薬 2399975X1013 チョウジ油 １ｍＬ 局 チョウジ油 8.80
外用薬 2419700Q1035 デスモプレシン酢酸塩水

和物
２５０μｇ１瓶 デスモプレシン点鼻液０．０１％協

和
協和発酵キリン 先発品 7,555.20

外用薬 2419700R1022 デスモプレシン酢酸塩水
和物

１２５μｇ１瓶 デスモプレシン・スプレー２．５協
和

協和発酵キリン 先発品 5,098.30

外用薬 2419700R2029 デスモプレシン酢酸塩水
和物

５００μｇ１瓶 デスモプレシン・スプレー１０協和 協和発酵キリン 先発品 6,830.00

外用薬 2451700Q1016 アドレナリン ０．１％１ｍＬ 局 アドレナリン液 7.80
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 先発品 79.10
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 先発品 111.20
外用薬 2454701X1033 ベタメタゾンリン酸エス

テルナトリウム
３．９５ｍｇ１個 ステロネマ注腸３ｍｇ 日医工 後発品 743.50

外用薬 2454701X2030 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

１．９７５ｍｇ１個 ステロネマ注腸１．５ｍｇ 日医工 後発品 518.60

外用薬 2456700X1025 プレドニゾロンリン酸エ
ステルナトリウム

２０ｍｇ１個 プレドネマ注腸２０ｍｇ 杏林製薬 後発品 760.30

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 先発品 63.70
外用薬 2473700M2026 エストラジオール ０．０６％１ｇ ル・エストロジェル0.06％ 資生堂 先発品 27.80 H24.5.31収載
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 先発品 112.70

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 先発品 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 先発品 4,054.70
外用薬 2499701R1052 ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ１０ｍ

Ｌ１瓶
スプレキュア点鼻液０．１５％ サノフィ 先発品 ○ 10,357.30

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

イトレリン点鼻液０．１５％ ＩＬＳ 後発品 6,102.00

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

ブセレキュア点鼻液０．１５％ 富士製薬工業 後発品 6,509.20

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

フセット点鼻液０．１７％ マイラン製薬 後発品 6,244.90

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 7,110.20
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 先発品 ○ 10,029.10
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 バクスター 先発品 1,127.10
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 59.80
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 先発品 ○ 74.50
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 富士製薬工業 後発品 19.50
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 準先発品 ○ 20.20
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 30.50
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 31.30
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 先発品 ○ 61.60
外用薬 2529704J1045 ミコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１個 フロリード腟坐剤１００ｍｇ 持田製薬 先発品 ○ 44.20
外用薬 2529704J1053 ミコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１個 サラシルト腟坐剤１００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 31.20
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 51.20 H26.3.31まで
外用薬 2529706H1050 チニダゾール ２００ｍｇ１個 チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 51.20 H25.12.13収載
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 35.90 H25.3.31まで
外用薬 2529707H1063 メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 フラジール腟錠２５０ｍｇ 富士製薬工業 38.00
外用薬 2529708J1043 イソコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１個 バリナスチン腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 51.30
外用薬 2529708J2040 イソコナゾール硝酸塩 ３００ｍｇ１個 バリナスチン腟錠３００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 145.30
外用薬 2529708J2058 イソコナゾール硝酸塩 ３００ｍｇ１個 アデスタン腟錠３００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 197.80
外用薬 2529709H1046 オキシコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１錠 オキナゾール腟錠１００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 61.40
外用薬 2529709H1054 オキシコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ１錠 オキコナール腟錠１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 48.00
外用薬 2529709H2042 オキシコナゾール硝酸塩 ６００ｍｇ１錠 オキナゾール腟錠６００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 333.80
外用薬 2529709H2050 オキシコナゾール硝酸塩 ６００ｍｇ１錠 オキコナール腟錠６００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 254.10
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 先発品 46.90
外用薬 2559700M1026 大腸菌死菌 １ｇ ポステリザン（軟膏） マルホ 14.70
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 味の素製薬 27.60

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 味の素製薬 準先発品 ○ 22.30

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 18.00

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 19.80
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 31.70

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 準先発品 ○ 25.70

外用薬 2559808M1039 大腸菌死菌・ヒドロコル
チゾン

１ｇ ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ製薬 後発品 18.00 H25.12.13収載

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 25.40
外用薬 2559813J1033 トリベノシド・リドカイ １個 ボラザＧ坐剤 天藤製薬 先発品 36.40
外用薬 2559813M1021 トリベノシド・リドカイ １ｇ ボラザＧ軟膏 天藤製薬 先発品 34.10
外用薬 2559814J1020 ジフルコルトロン吉草酸

エステル・リドカイン
１個 ネリプロクト坐剤 バイエル薬品 先発品 ○ 41.30

外用薬 2559814J1038 ジフルコルトロン吉草酸
エステル・リドカイン

１個 ネリコルト坐剤 大正薬品工業 後発品 25.10

外用薬 2559814J1046 ジフルコルトロン吉草酸
エステル・リドカイン

１個 ネイサート坐剤 日新製薬（山形） 後発品 22.60

外用薬 2559814J1054 ジフルコルトロン吉草酸
エステル・リドカイン

１個 ネリダロン坐剤 テバ製薬 後発品 21.30

外用薬 2559814J1062 ジフルコルトロン吉草酸
エステル・リドカイン

１個 ネリザ坐剤 ジェイドルフ製薬 後発品 21.30

外用薬 2559814M1026 ジフルコルトロン吉草酸
エステル・リドカイン

１ｇ ネリプロクト軟膏 バイエル薬品 先発品 ○ 37.00

外用薬 2559814M1034 ジフルコルトロン吉草酸
エステル・リドカイン

１ｇ ネリコルト軟膏 大正薬品工業 後発品 23.20

外用薬 2559814M1042 ジフルコルトロン吉草酸
エステル・リドカイン

１ｇ ネリザ軟膏 ジェイドルフ製薬 後発品 23.20

外用薬 2590700S1025 オキシブチニン塩酸塩 ７３．５ｍｇ１枚 ネオキシテープ７３．５ｍｇ 久光製薬 先発品 189.40 H25.5.24収載
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 H24.8.31まで
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外用薬 2611700Q2034 次亜塩素酸ナトリウム １０％１０ｇ ハイポライト消毒液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 12.20
外用薬 2612700X1056 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 希ヨードチンキ．ＯＹ 日医工 13.40 H25.3.31まで
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 13.90
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 13.90
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 13.90
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 13.40 H25.3.31まで
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 2612700X1390 希ヨードチンキ １０ｍＬ 局 希ヨードチンキ「日医工」 日医工 13.40 H24.6.1収載
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％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
63.10

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 22.60
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 22.60
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％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
準先発品 ○ 39.90

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 22.60
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 25.90

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 36.50
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 45.50
外用薬 2612701Q2109 ポビドンヨード １０％１０ｇ イソジンゲル１０％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
準先発品 ○ 58.90

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 51.10
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 12.20
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 15.40
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 14.60

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 14.60
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 13.30
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 後発品 12.20 H25.3.31まで
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 13.30
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 16.50 H25.3.31まで
外用薬 2612701Q3318 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ イソジン液１０％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ

ｉｋａ　ファルマ
準先発品 ○ 28.40

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 13.30
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 12.20
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 14.60
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 後発品 14.60 H26.3.31まで
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 10.50

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 14.60
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 東海製薬 後発品 15.40
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 13.30
外用薬 2612701Q3415 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「オオ

サキ」
オオサキメディカ
ル

後発品 10.50

外用薬 2612701Q3423 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液１０％「日医工」 日医工 後発品 12.20 H26.3.31まで H24.6.1収載
外用薬 2612701Q3431 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒用液１０％「Ｎ

Ｐ」
ニプロ 後発品 14.60 H25.12.13収載

外用薬 2612701Q4055 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ イソジンフィールド液１０％ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

準先発品 ○ 40.30

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 19.10
外用薬 2612701Q5027 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプ

リケータ「オーツカ」１０ｍＬ
大塚製薬工場 後発品 10.50 H25.12.13収載

外用薬 2612701Q6023 ポビドンヨード １０％２５ｍＬ１管 ポビドンヨード液１０％消毒用アプ
リケータ「オーツカ」２５ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 16.80 H25.12.13収載

外用薬 2612702X1012 ヨウ素 １ｇ 局 ヨウ素 7.40
外用薬 2612702X1055 ヨウ素 １ｇ 局 ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 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 H25.3.31まで
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 16.00 H25.3.31まで
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 16.00
外用薬 2612703X1092 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ「三恵」 三恵薬品 16.00
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 13.60
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
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 16.80
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 H26.3.31まで
外用薬 2612703X1254 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ※ ヨードチンキ（山善） 山善製薬 16.00
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 2612703X1378 ヨードチンキ １０ｍＬ 局 ヨードチンキ「日医工」 日医工 16.00 H24.6.1収載
外用薬 2612704Q1025 希ヨードチンキ １０ｍＬ 外用薬稀ヨーチン 日医工 後発品 7.30 H25.3.31まで
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 7.30
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 7.30
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 25.70
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 23.40
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 32.60
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 18.10
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 18.10
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 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「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 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 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
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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 後発品 3.70 H26.3.31まで

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 H25.3.31まで
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

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 後発品 4.40 H26.3.31まで

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」
小堺製薬 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 16.80
外用薬 2615703X1019 消毒用エタノール １０ｍＬ 局 消毒用エタノール 15.40
外用薬 2615704X1013 無水エタノール １０ｍＬ 局 無水エタノール 17.50
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 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
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 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 後発品 6.30 H25.9.30まで
外用薬 2615705Q1226 エタノール １０ｍＬ オー消エタ消毒液 日医工 後発品 6.30 H24.12.14収載
外用薬 2615705Q1234 エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 東豊薬品 後発品 6.30 H25.6.21収載
外用薬 2616700Q1018 ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ 局 ベンザルコニウム塩化物液 6.40
外用薬 2616700Q1085 ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ 局 塩化ベンザルコニウム液１０〈ハ 東洋製薬化成 6.50
外用薬 2616700Q1140 ベンザルコニウム塩化物 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 ベンザルコニウム塩化物 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 2616700Q1522 ベンザルコニウム塩化物 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 ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ 局 オロナイン外用液１０％ 大塚製薬工場 6.50
外用薬 2616700Q1638 ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ 局 ホエスミン消毒液１０％ マイラン製薬 6.50
外用薬 2616700Q1646 ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ 局 オスバン消毒液１０％ 日本製薬 6.50
外用薬 2616700Q2014 ベンザルコニウム塩化物 ５０％１０ｍＬ 局 ベンザルコニウム塩化物液 9.50
外用薬 2616700Q3010 ベンザルコニウム塩化物 １０ｍＬ 局 濃ベンザルコニウム塩化物液５０ 9.50
外用薬 2616700Q3045 ベンザルコニウム塩化物 １０ｍＬ 局 ５０％塩化ベンザルコニウム液「ヤ

クハン」
ヤクハン製薬 14.40

外用薬 2616700Q3061 ベンザルコニウム塩化物 １０ｍＬ 局 逆性石ケン液５０「ヨシダ」 吉田製薬 15.90
外用薬 2616700Q3142 ベンザルコニウム塩化物 １０ｍＬ 局 ヂアミトール消毒用液５０Ｗ／Ｖ％ 丸石製薬 15.90
外用薬 2616700Q3169 ベンザルコニウム塩化物 １０ｍＬ 局 ホエスミン消毒液５０％ フヂミ製薬所 15.90
外用薬 2616700Q4017 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２５％１０ｍＬ 局 ベンザルコニウム塩化物液 5.50
外用薬 2616700Q4041 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２５％１０ｍＬ 局 ０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 日興製薬 5.60
外用薬 2616700Q5013 ベンザルコニウム塩化物 ０．０５％１０ｍＬ 局 ベンザルコニウム塩化物液 5.50
外用薬 2616700Q5021 ベンザルコニウム塩化物 ０．０５％１０ｍＬ 局 ザルコニン液０．０５ 健栄製薬 5.60
外用薬 2616700Q5030 ベンザルコニウム塩化物 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 ベンザルコニウム塩化物 ０．０５％１０ｍＬ 局 ０．０５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 日興製薬 5.60
外用薬 2616700Q5064 ベンザルコニウム塩化物 ０．０５％１０ｍＬ 局 ０．０５％ヤクゾール水 ヤクハン製薬 5.60
外用薬 2616700Q6010 ベンザルコニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ 局 ベンザルコニウム塩化物液 5.50
外用薬 2616700Q6028 ベンザルコニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ 局 ザルコニン液０．１ 健栄製薬 5.60
外用薬 2616700Q6036 ベンザルコニウム塩化物 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 ベンザルコニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ 局 ０．１％ヤクゾール水 ヤクハン製薬 5.60
外用薬 2616700Q7016 ベンザルコニウム塩化物 ０．２％１０ｍＬ 局 ベンザルコニウム塩化物液 5.60
外用薬 2616700Q8012 ベンザルコニウム塩化物 ０．０１％１０ｍＬ 局 ベンザルコニウム塩化物液 5.50
外用薬 2616700Q8020 ベンザルコニウム塩化物 ０．０１％１０ｍＬ 局 ザルコニン液０．０１ 健栄製薬 5.60
外用薬 2616700Q9019 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２％１０ｍＬ 局 ベンザルコニウム塩化物液 5.50
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外用薬 2616700Q9035 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２％１０ｍＬ 局 ザルコニン液０．０２ 健栄製薬 5.60
外用薬 2616701Q1012 ベンゼトニウム塩化物 １０％１０ｍＬ 局 ベンゼトニウム塩化物液 12.20
外用薬 2616701Q2019 ベンゼトニウム塩化物 ０．０２％１０ｍＬ 局 ベンゼトニウム塩化物液 4.70
外用薬 2616701Q3015 ベンゼトニウム塩化物 ０．０２５％１０ｍＬ 局 ベンゼトニウム塩化物液 4.70
外用薬 2616701Q4011 ベンゼトニウム塩化物 ０．０５％１０ｍＬ 局 ベンゼトニウム塩化物液 4.70
外用薬 2616701Q5018 ベンゼトニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ 局 ベンゼトニウム塩化物液 5.50
外用薬 2616701Q5026 ベンゼトニウム塩化物 ０．１％１０ｍＬ 局 ベゼトン液０．１ 健栄製薬 5.60
外用薬 2616701Q6014 ベンゼトニウム塩化物 ０．２％１０ｍＬ 局 ベンゼトニウム塩化物液 5.50
外用薬 2616701Q7010 ベンゼトニウム塩化物 ０．０１％１０ｍＬ 局 ベンゼトニウム塩化物液 4.70
外用薬 2616701X1017 ベンゼトニウム塩化物 １０ｇ 局 ベンゼトニウム塩化物 9.40
外用薬 2616702X1011 メチルロザニリン塩化物 １ｇ 局 メチルロザニリン塩化物 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 9.40 H25.3.31まで
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 H26.3.31まで
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 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 H26.3.31まで
外用薬 2616703Q1399 クレゾール石ケン １０ｍＬ 局 クレゾール石ケン液「日医工」 日医工 9.40 H24.6.1収載
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 H25.3.31まで
外用薬 2616707Q1028 ベンザルコニウム塩化物 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 ベンザルコニウム塩化物 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 ベンザルコニウム塩化物 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 ベンザルコニウム塩化物 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 ベンザルコニウム塩化物 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 ベンザルコニウム塩化物 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 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール０．１％液「ヨシダ」 吉田製薬 準先発品 ○ 7.20
外用薬 2619700Q1125 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ 東海アクリノール液 東海製薬 後発品 7.20
外用薬 2619700Q1168 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ ０．１％アクリノール液「ヤクハ ヤクハン製薬 後発品 6.30
外用薬 2619700Q1176 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ ケンエーアクリノール液０．１ 健栄製薬 後発品 7.60
外用薬 2619700Q1184 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール液０．１％「ＯＲＹ」 日医工 後発品 7.20 H25.3.31まで
外用薬 2619700Q1192 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール液０．１％「シオエ」 シオエ製薬 準先発品 ○ 7.20
外用薬 2619700Q1206 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒用液０．１％「マ

ルイシ」
丸石製薬 準先発品 ○ 7.20

外用薬 2619700Q1214 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「タイ
セイ」

大成薬品工業 後発品 6.30

外用薬 2619700Q1222 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「東 東豊薬品 準先発品 ○ 7.60
外用薬 2619700Q1230 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「Ｎ ニプロファーマ 準先発品 ○ 7.20
外用薬 2619700Q1249 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「昭 昭和製薬 後発品 6.30
外用薬 2619700Q1257 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．１％「ニッ

コー」
日興製薬 後発品 7.20

外用薬 2619700Q1265 アクリノール水和物 ０．１％１０ｍＬ アクリノール液０．１％「日医工」 日医工 後発品 7.20 H26.3.31まで H24.6.1収載
外用薬 2619700Q2024 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール液・コザカイ（０．

２％）
小堺製薬 後発品 6.80

外用薬 2619700Q2032 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール０．２％液「ヨシダ」 吉田製薬 準先発品 ○ 7.20
外用薬 2619700Q2083 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ リバオール液 タツミ薬品工業 後発品 6.30
外用薬 2619700Q2091 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ ※ ０．２％－アクリノール液（純生） 純生薬品工業 後発品 7.20 H25.3.31まで
外用薬 2619700Q2105 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ ケンエーアクリノール液０．２ 健栄製薬 後発品 6.50
外用薬 2619700Q2113 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール液０．２％「ヤクハ ヤクハン製薬 後発品 6.80
外用薬 2619700Q2121 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール外用液０．２％「ヤマ

ゼン」
山善製薬 後発品 6.80

外用薬 2619700Q2130 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ アクリノール消毒液０．２％「タイ
セイ」

大成薬品工業 後発品 6.30

外用薬 2619700Q3047 アクリノール水和物 ０．５％１０ｍＬ アクリノール０．５％液「ヨシダ」 吉田製薬 10.70
外用薬 2619701X1019 クレオソート １０ｇ 局 クレオソート 272.00
外用薬 2619702Q1027 クロルヘキシジングルコ

ン酸塩
０．５％１０ｍＬ オールカットＥＷ液（０．５％） ニプロ 後発品 6.30 H26.3.31まで

外用薬 2619702Q1035 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＷエタノール液０．５ 健栄製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1051 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ベンクロジド・エタノール液（０．
５％）

フヂミ製薬所 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1060 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ マスキンＷ・エタノール液（０．５
ｗ／ｖ％）

丸石製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1078 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液 吉田製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1086 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ラポテックアルコール液 日興製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1094 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ クリゲンエタノール液０．５％
（Ｗ）「エビス」

兼一薬品工業 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1132 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．５ 健栄製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1159 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1167 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ラポテックアルコール
（Ｗ）液

日興製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1175 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1191 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ クロバインＡ 山善製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1213 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1221 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ フェルマジン・アルコールＷ消毒液
（０．５ｗ／ｖ％）

シオエ製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1248 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ グルコジンＷ・エタノール液０．
５％

ヤクハン製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1256 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ イワコールエタノール消毒液０．
５％

小堺製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1264 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ヘヴィック消毒液０．５％ 中北薬品 後発品 6.30

外用薬 2619702Q1272 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒
用液ＥＷ０．５％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6.30 H25.12.13収載

外用薬 2619702Q2023 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＲエタノール液０．５ 健栄製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2040 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ マスキンＲ・エタノール液（０．５
ｗ／ｖ％）

丸石製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2058 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコン酸クロルヘキシジ
ン・エタノール液「東海」

東海製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2066 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ クリゲンエタノール液０．５％
（Ｒ）「エビス」

兼一薬品工業 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2074 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ オールカットＥＲ液（０．５％） ニプロファーマ 後発品 6.30 H25.3.31まで

外用薬 2619702Q2082 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．５ 健栄製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2090 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ベンクロジドＶエタノール液（０．
５％）

フヂミ製薬所 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2104 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2112 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＢエタノール液０．５ 健栄製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2120 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2139 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液Ｎ 吉田製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2163 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ フェルマジン・アルコールＢ消毒液
（０．５ｗ／ｖ％）

シオエ製薬 後発品 6.30 H26.3.31まで
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外用薬 2619702Q2171 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ グルコジンＢ・エタノール液０．
５％

ヤクハン製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q2180 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．５％１０ｍＬ グルコジンＲ・エタノール液０．
５％

ヤクハン製薬 後発品 6.30

外用薬 2619702Q3020 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ 「エビス」クリゲン液 兼一薬品工業 後発品 10.30

外用薬 2619702Q3038 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ オールカット液５％ ニプロファーマ 後発品 10.30 H26.3.31まで

外用薬 2619702Q3054 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ クロヘキシン液５％ 東洋製薬化成 後発品 15.60

外用薬 2619702Q3070 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ グルコン酸クロルヘキシジン５％液
「メタル」

中北薬品 後発品 10.30

外用薬 2619702Q3097 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ５％ヘキザック液 吉田製薬 後発品 10.30

外用薬 2619702Q3100 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ５％クロルヘキシジン液「ヤマゼ
ン」

山善製薬 後発品 9.30

外用薬 2619702Q3119 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液
「東海」

東海製薬 後発品 10.30

外用薬 2619702Q3127 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液
「ヤクハン」

ヤクハン製薬 後発品 10.30

外用薬 2619702Q3135 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ５％ヒビテン液 大日本住友製薬 準先発品 ○ 18.70

外用薬 2619702Q3143 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ５％フェルマジン液 シオエ製薬 後発品 10.30

外用薬 2619702Q3151 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ベンクロジド５％液 マイラン製薬 後発品 10.30

外用薬 2619702Q3160 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 丸石製薬 後発品 10.30

外用薬 2619702Q3194 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ステリクロン液５ 健栄製薬 後発品 10.30

外用薬 2619702Q3208 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン
液・ＯＹ

日医工 後発品 9.30 H25.3.31まで

外用薬 2619702Q3216 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ラポテック消毒液５％ 日興製薬 後発品 10.30

外用薬 2619702Q3224 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ５％グルコン酸クロルヘキシジン液
「日医工」

日医工 後発品 9.30 H24.6.1収載

外用薬 2619702Q3232 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩消毒
用液５％「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 10.30 H25.6.21収載

外用薬 2619702Q4034 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０５％２５ｍＬ１
袋

ヒビディール消毒液０．０５％ 大日本住友製薬 35.00

外用薬 2619702Q5022 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ネオクレミール サンケミファ 後発品 10.70 H24.8.31まで

外用薬 2619702Q5030 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ５％グルクロ液 三恵薬品 後発品 10.80

外用薬 2619702Q5049 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

５％１０ｍＬ ネオクレミール消毒液５％ サンケミファ 後発品 10.70

外用薬 2619702Q6029 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．０５ 健栄製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702Q6045 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 日興製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702Q6053 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702Q6070 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702Q7025 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．１％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．１ 健栄製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702Q7033 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702Q7041 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％グルコジンＲ水 ヤクハン製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702Q8021 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０２％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０２ 健栄製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702Q8030 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702Q8048 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702Q8056 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702X1021 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．１％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．１ 健栄製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702X1030 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702X1048 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702X1056 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702X2028 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０５ 健栄製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702X2036 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％グルコジンＷ水 ヤクハン製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702X2044 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 後発品 5.70

外用薬 2619702X3024 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

０．１％１０ｍＬ ヘキシジンＥ液０．１ ヤクハン製薬 後発品 5.70

外用薬 2619704X1012 フェノール １０ｍＬ 局 フェノール 11.50
外用薬 2619704X1063 フェノール １０ｍＬ 局 フェノール「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 12.20
外用薬 2619704X1209 フェノール １０ｍＬ 局 ※ フェノール（山善） 山善製薬 13.70
外用薬 2619704X1225 フェノール １０ｍＬ 局 フェノール「ニッコー」 日興製薬 13.70
外用薬 2619704X1276 フェノール １０ｍＬ 局 フェノール「東豊」 東豊薬品 13.70
外用薬 2619705X1017 液状フェノール １０ｍＬ 局 液状フェノール 11.60
外用薬 2619705X1041 液状フェノール １０ｍＬ 局 液状フェノール．ＯＹ 日医工 12.70 H25.3.31まで
外用薬 2619705X1050 液状フェノール １０ｍＬ 局 液状フェノール「ケンエー」 健栄製薬 12.70
外用薬 2619705X1203 液状フェノール １０ｍＬ 局 ※ 液状フェノール（山善） 山善製薬 12.70
外用薬 2619705X1238 液状フェノール １０ｍＬ 局 液状フェノール「ニッコー」 日興製薬 12.70
外用薬 2619705X1270 液状フェノール １０ｍＬ 局 液状フェノール「東豊」 東豊薬品 12.70
外用薬 2619705X1289 液状フェノール １０ｍＬ 局 液状フェノール「日医工」 日医工 12.70 H24.6.1収載
外用薬 2619706X1011 消毒用フェノール １０ｍＬ 局 消毒用フェノール 13.40
外用薬 2619707X1016 フェノール水 １０ｍＬ 局 フェノール水 9.60
外用薬 2619707X1113 フェノール水 １０ｍＬ 局 フェノール水「ニッコー」 日興製薬 10.30
外用薬 2619708X1010 ホルマリン １０ｍＬ 局 ホルマリン 8.80
外用薬 2619708X1061 ホルマリン １０ｍＬ 局 ホルマリン「ケンエー」 健栄製薬 9.00
外用薬 2619708X1096 ホルマリン １０ｍＬ 局 「純生」ホルマリン 純生薬品工業 9.00 H25.3.31まで
外用薬 2619708X1118 ホルマリン １０ｍＬ 局 ホルマリン「タイセイ」 大成薬品工業 9.00
外用薬 2619708X1142 ホルマリン １０ｍＬ 局 ホルマリン「メタル」 中北薬品 9.00 H26.3.31まで
外用薬 2619708X1193 ホルマリン １０ｍＬ 局 ※ ホルマリン（山善） 山善製薬 9.00
外用薬 2619709X1015 マーキュロクロム １ｇ 局 マーキュロクロム 25.80 H25.3.31まで
外用薬 2619710X1018 マーキュロクロム ２％１０ｍＬ 局 マーキュロクロム液 9.70
外用薬 2619710X1336 マーキュロクロム ２％１０ｍＬ 局 マーキュロクロム液ＦＭ フヂミ製薬所 11.80
外用薬 2619711X1020 レゾルシン １０ｇ レゾルシン「純生」 小堺製薬 後発品 172.70
外用薬 2619713Q1017 クロルヘキシジングルコ

ン酸塩
２０％１０ｍＬ 局 クロルヘキシジングルコン酸塩液 41.20

外用薬 2619713Q1076 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

２０％１０ｍＬ 局 クロヘキシン液２０％ 東洋製薬化成 48.30

外用薬 2619713Q1106 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

２０％１０ｍＬ 局 フェルマジン液２０％ シオエ製薬 46.30

外用薬 2619713Q1122 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

２０％１０ｍＬ 局 ２０Ｗ／Ｖ％マスキン液 丸石製薬 46.50

外用薬 2619713Q1165 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

２０％１０ｍＬ 局 ※ グルコン酸クロルヘキシジン液２０
Ｗ／Ｖ％（東洋製化）

東洋製薬化成 46.30

外用薬 2619713Q1181 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

２０％１０ｍＬ 局 ヒビテン・グルコネート液２０％ 大日本住友製薬 48.30
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外用薬 2619713Q1190 クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

２０％１０ｍＬ 局 ヘキザック消毒液２０％ 吉田製薬 45.10

外用薬 2619714X1016 アクリノール水和物 １ｇ 局 アクリノール水和物 56.40
外用薬 2619714X1059 アクリノール水和物 １ｇ 局 アクリノール「ケンエー」 健栄製薬 61.10
外用薬 2619714X1067 アクリノール水和物 １ｇ 局 アクリノール「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 61.10
外用薬 2619714X1091 アクリノール水和物 １ｇ 局 「純生」アクリノール 純生薬品工業 66.00 H25.3.31まで
外用薬 2619714X1105 アクリノール水和物 １ｇ 局 ※ アクリノール（東海製薬） 東海製薬 66.00
外用薬 2619714X1121 アクリノール水和物 １ｇ 局 アクリノール「ホエイ」 マイラン製薬 72.40
外用薬 2619714X1172 アクリノール水和物 １ｇ 局 アクリノール「ヤクハン」 ヤクハン製薬 66.00
外用薬 2619714X1180 アクリノール水和物 １ｇ 局 ※ アクリノール（山善） 山善製薬 70.50
外用薬 2619714X1237 アクリノール水和物 １ｇ 局 アクリノール水和物原末「マルイ 丸石製薬 66.00
外用薬 2619715Q1016 消毒用フェノール水 １０ｍＬ 局 消毒用フェノール水 8.20
外用薬 2619716Q1029 アルキルジアミノエチル

グリシン塩酸塩
１０％１０ｍＬ エルエイジー１０液 吉田製薬 後発品 7.30

外用薬 2619716Q1053 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ キンサールＧ－１０液 日興製薬 後発品 7.60

外用薬 2619716Q1061 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ コンクノール液１０％ マイラン製薬 後発品 7.30

外用薬 2619716Q1088 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ サテニジン液１０ 健栄製薬 後発品 6.80

外用薬 2619716Q1142 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ 両性石ケン液１０％・ＯＹ 日医工 後発品 7.90 H25.3.31まで

外用薬 2619716Q1150 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキニン液１０ ヤクハン製薬 後発品 6.80

外用薬 2619716Q1169 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ サラノックス１０％消毒液 サラヤ 後発品 6.30 H25.3.31まで

外用薬 2619716Q1177 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ハイジール消毒用液１０％ 丸石製薬 後発品 6.80

外用薬 2619716Q1185 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ テゴー５１消毒液１０％ アルフレッサ
ファーマ

準先発品 ○ 7.90

外用薬 2619716Q1193 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ウスノン消毒液１０％ 小堺製薬 後発品 7.60

外用薬 2619716Q1207 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ヒシパンチ消毒液１０％ ニプロ 後発品 7.30 H26.3.31まで

外用薬 2619716Q1215 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩
酸塩消毒液１０％「メタル」

中北薬品 後発品 7.30

外用薬 2619716Q1223 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ 両性石ケン液１０％「日医工」 日医工 後発品 7.90 H24.6.1収載

外用薬 2619716Q1231 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

１０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩
酸塩消毒用液１０％「ＮＰ」

ニプロ 後発品 7.30 H25.12.13収載

外用薬 2619716Q3021 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ エルエイジー０．０５液 吉田製薬 後発品 5.10

外用薬 2619716Q3030 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ サテニジン液０．０５ 健栄製薬 後発品 5.10

外用薬 2619716Q3048 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 後発品 4.20

外用薬 2619716Q4028 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ エルエイジー０．５液 吉田製薬 後発品 5.40

外用薬 2619716Q4036 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ サテニジン液０．５ 健栄製薬 後発品 5.40

外用薬 2619716Q4044 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．５％１０ｍＬ ０．５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 後発品 5.40

外用薬 2619716Q5024 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ エルエイジー０．１液 吉田製薬 後発品 5.10

外用薬 2619716Q5032 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ サテニジン液０．１ 健栄製薬 後発品 5.10

外用薬 2619716Q5040 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．１％１０ｍＬ ０．１Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 後発品 4.60

外用薬 2619716Q6020 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ エルエイジー０．２液 吉田製薬 後発品 5.10

外用薬 2619716Q6039 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ サテニジン液０．２ 健栄製薬 後発品 5.10

外用薬 2619716Q6047 アルキルジアミノエチル
グリシン塩酸塩

０．２％１０ｍＬ ０．２Ｗ／Ｖ％ハイジール水 日興製薬 後発品 5.10

外用薬 2619800X1020 エタノール １０ｍＬ エチコール（ニワトリ印消毒用アル
コール）

小堺製薬 後発品 4.30

外用薬 2619801X1025 エタノール １０ｍＬ 東豊消アル 東豊薬品 4.30
外用薬 2619802Q1025 エタノール １０ｍＬ ネオ純生消アル 純生薬品工業 後発品 4.30 H25.3.31まで
外用薬 2619803X1024 エタノール １０ｍＬ 山善消アル 山善製薬 後発品 4.30
外用薬 2619805X1023 エタノール １０ｍＬ ネオ消アル「ヨシダ」 吉田製薬 4.30
外用薬 2619805X1031 エタノール １０ｍＬ メタル消アル 中北薬品 後発品 4.30
外用薬 2619805X1066 エタノール １０ｍＬ 消毒用マルオアルコール 日医工 後発品 4.30 H24.12.14収載
外用薬 2619806Q1031 エタノール １０ｍＬ ネオプロパノール消毒液 シオエ製薬 4.30 H26.3.31まで
外用薬 2619807X2029 アルキルポリアミノエチ

ルグリシン
１０ｍＬ オバノール１０「ミツマル」 サンケミファ 9.20 H26.3.31まで

外用薬 2619810X1024 エタノール １０ｍＬ 消毒用ヒシヤマアルコール ニプロファーマ 4.30 H26.3.31まで
外用薬 2619810X1040 エタノール １０ｍＬ ネオ消アル「ヤクハン」 ヤクハン製薬 後発品 4.30
外用薬 2619810X1059 エタノール １０ｍＬ 消毒用ネオアルコール「ケンエー」 健栄製薬 4.30
外用薬 2619810X1067 エタノール １０ｍＬ 消毒用アルコール配合液「ＮＰ」 ニプロファーマ 4.30 H25.6.21収載
外用薬 2619812X1023 エタノール １０ｍＬ 消毒用（オ）アルコール 日医工 後発品 4.30 H26.3.31まで
外用薬 2619813X1028 エタノール １０ｍＬ ネオ兼一消アルＡ 兼一薬品工業 後発品 4.30
外用薬 2619815X1027 エタノール １０ｍＬ 消毒用昭和アルコール 昭和製薬 後発品 4.30
外用薬 2619816X1021 エタノール １０ｍＬ 消毒用タツミアルコール タツミ薬品工業 後発品 4.30
外用薬 2619817X1026 エタノール １０ｍＬ ※ ネオ消アル（山善） 山善製薬 後発品 4.30
外用薬 2619819X1092 チオ硫酸ナトリウム水和

物・エタノール
１０ｍＬ ハイポアルコール液２％「ヤクハ

ン」
ヤクハン製薬 後発品 7.20

外用薬 2619819X1106 チオ硫酸ナトリウム水和
物・エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 吉田製薬 後発品 7.20

外用薬 2619819X1114 チオ硫酸ナトリウム水和
物・エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール外用液２％「アト
ル」

アトルファーマ 後発品 7.60

外用薬 2619819X1122 チオ硫酸ナトリウム水和
物・エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール消毒液２％「ＯＲ
Ｙ」

日医工 後発品 7.90 H25.3.31まで

外用薬 2619819X1130 チオ硫酸ナトリウム水和
物・エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ケン
エー」

健栄製薬 後発品 7.20

外用薬 2619819X1149 チオ硫酸ナトリウム水和
物・エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ニッ
コー」

日興製薬 後発品 6.80

外用薬 2619819X1157 チオ硫酸ナトリウム水和
物・エタノール

１０ｍＬ ハイポエタノール消毒液２％「日医
工」

日医工 後発品 7.90 H26.3.31まで H24.6.1収載

外用薬 2619820Q1031 エタノール １０ｍＬ ネオ消アル「ニッコー」 日興製薬 後発品 4.30
外用薬 2619820Q1040 エタノール １０ｍＬ マルプロ消毒用液 丸石製薬 4.30
外用薬 2619821X1022 エタノール １０ｍＬ 消毒用ミツマルアルコール サンケミファ 4.30
外用薬 2619822Q1022 アルキルポリアミノエチ

ルグリシン
１０ｍＬ オバノール「ミツマル」 サンケミファ 9.40 H26.3.31まで

外用薬 2633701M1046 スルファジアジン ５％１ｇ スルファジアジンパスタ５％「三 三恵薬品 後発品 3.30
外用薬 2633701M1054 スルファジアジン ５％１ｇ テラジアパスタ５％ ニプロパッチ 準先発品 ○ 3.60
外用薬 2633705N1031 スルファジアジン銀 １％１ｇ ゲーベンクリーム１％ 田辺三菱製薬 先発品 13.30
外用薬 2634703X1014 テトラサイクリン塩酸塩 １ｇ 局 テトラサイクリン塩酸塩 219.10
外用薬 2634704M1047 テトラサイクリン塩酸塩 ３０ｍｇ１ｇ アクロマイシン軟膏３％ ポーラファルマ 22.00
外用薬 2634705X1013 クロラムフェニコール １ｇ 局 クロラムフェニコール 222.60
外用薬 2634706M1020 クロラムフェニコール ２０ｍｇ１ｇ クロロマイセチン軟膏２％ 第一三共 12.30
外用薬 2634706Q1030 クロラムフェニコール ５０ｍｇ１ｍＬ クロロマイセチン局所用液５％ 第一三共 38.20
外用薬 2634708M1037 フシジン酸ナトリウム ２０ｍｇ１ｇ フシジンレオ軟膏２％ 第一三共 先発品 18.60
外用薬 2634710M1042 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲルナート軟膏０．１％ 岩城製薬 後発品 7.80
外用薬 2634710M1050 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％

「タイヨー」
テバ製薬 後発品 7.80

外用薬 2634710M1069 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ エルタシン軟膏０．１％ 富士製薬工業 後発品 9.40
外用薬 2634710M1077 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲンタシン軟膏０．１％ ＭＳＤ 先発品 ○ 13.80
外用薬 2634710N1030 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲンタシンクリーム０．１％ ＭＳＤ 先発品 13.80
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外用薬 2634711S1046 フラジオマイシン硫酸塩 （１０．８ｍｇ）１０
ｃｍ×１０ｃｍ１枚

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ サノフィ 58.50

外用薬 2634711S2034 フラジオマイシン硫酸塩 （３２．４ｍｇ）１０
ｃｍ×３０ｃｍ１枚

ソフラチュール貼付剤３０ｃｍ サノフィ 158.40

外用薬 2634712X1013 ポリミキシンＢ硫酸塩 ５０万単位１瓶 局 ポリミキシンＢ硫酸塩 188.70
外用薬 2634712X1080 ポリミキシンＢ硫酸塩 ５０万単位１瓶 局 硫酸ポリミキシンＢ散５０万単位

「ファイザー」
ファイザー 231.00

外用薬 2634712X2010 ポリミキシンＢ硫酸塩 ３００万単位１瓶 局 ポリミキシンＢ硫酸塩 1,028.60
外用薬 2634712X2087 ポリミキシンＢ硫酸塩 ３００万単位１瓶 局 硫酸ポリミキシンＢ散３００万単位

「ファイザー」
ファイザー 1,570.00

外用薬 2634713M1020 クリンダマイシンリン酸
エステル

１％１ｇ ダラシンＴゲル１％ 佐藤製薬 先発品 ○ 43.50

外用薬 2634713M1038 クリンダマイシンリン酸
エステル

１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「クラシ
エ」

シオノケミカル 後発品 31.70

外用薬 2634713M1046 クリンダマイシンリン酸
エステル

１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「タイ
ヨー」

テバ製薬 後発品 27.40

外用薬 2634713M1054 クリンダマイシンリン酸
エステル

１％１ｇ クリンダマイシンリン酸エステルゲ
ル１％「イワキ」

岩城製薬 後発品 31.70

外用薬 2634713M1062 クリンダマイシンリン酸
エステル

１％１ｇ クリンダマイシンリン酸エステルゲ
ル１％「サワイ」

沢井製薬 後発品 31.70

外用薬 2634713M1070 クリンダマイシンリン酸
エステル

１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「ＤＫ」 大興製薬 後発品 29.50

外用薬 2634713Q1021 クリンダマイシンリン酸
エステル

１％１ｍＬ ダラシンＴローション１％ 佐藤製薬 先発品 43.50

外用薬 2639700M1029 ナジフロキサシン １％１ｇ アクアチム軟膏１％ 大塚製薬 先発品 43.00
外用薬 2639700N1032 ナジフロキサシン １％１ｇ アクアチムクリーム１％ 大塚製薬 先発品 ○ 43.00
外用薬 2639700N1040 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロクリーム１％ ポーラファルマ 後発品 31.80
外用薬 2639700N1059 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジロキサンクリーム１％ 東和薬品 後発品 31.80 H26.3.31まで
外用薬 2639700N1067 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロキサシンクリーム１％

「トーワ」
東和薬品 後発品 31.80 H25.12.13収載

外用薬 2639700Q1039 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロローション１％ ポーラファルマ 後発品 31.80
外用薬 2639700Q1047 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジロキサンローション１％ 東和薬品 後発品 31.80 H26.3.31まで
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 先発品 ○ 43.00
外用薬 2639700Q1063 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロキサシンローション１％

「トーワ」
東和薬品 後発品 31.80 H25.12.13収載

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 準先発品 ○ 38.30

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 24.40

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

１ｇ テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ
含有）

陽進堂 11.20

外用薬 2639805M1020 バシトラシン・フラジオ
マイシン硫酸塩

（ＢＴＲＣ２５０単位
ＦＲＭ２ｍｇ）１ｇ

バラマイシン軟膏 東洋製薬化成 7.30

外用薬 2639806L1029 フラジオマイシン硫酸
塩・トリプシン

１ｇ フランセチン・Ｔ・パウダー 持田製薬 23.60

外用薬 2641700X1015 サリチル酸メチル １ｍＬ 局 サリチル酸メチル 5.80
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 31.40
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」
テバ製薬 29.50

外用薬 2642703M1036 ジフェンヒドラミンラウ
リル硫酸塩

４％１０ｇ ベナパスタ軟膏４％ 田辺三菱製薬 32.00

外用薬 2643700X1010 アンモニア水 １０ｍＬ 局 アンモニア水 3.00
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 7.80
外用薬 2643700X1079 アンモニア水 １０ｍＬ 局 アンモニア水「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 3.90
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 7.80
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 2644700X1114 酢酸鉛 １０ｇ 山善酢酸鉛 山善製薬 後発品 25.80
外用薬 2645700Q1028 カンフル １０ｍＬ 「エビス」カンフル精 日興製薬 後発品 20.50
外用薬 2645700Q1044 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（小堺） 小堺製薬 後発品 14.50
外用薬 2645700Q1060 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（東洋製薬） 東洋製薬化成 準先発品 ○ 21.70
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 22.60
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 22.60
外用薬 2645700Q1109 カンフル １０ｍＬ ※ カンフル精（山善） 山善製薬 後発品 20.50
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 後発品 22.60 H25.3.31まで
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 22.60 H25.3.31まで
外用薬 2645700Q1150 カンフル １０ｍＬ 東豊カンフルチンキ 東豊薬品 準先発品 ○ 20.50
外用薬 2645701X1019 ｄｌ－カンフル １ｇ 局 ｄｌ－カンフル 7.00
外用薬 2645702X1013 ｄ－カンフル １ｇ 局 ｄ－カンフル 8.80
外用薬 2646700M1139 ジフルコルトロン吉草酸

エステル
０．１％１ｇ ユートロン軟膏０．１％ 辰巳化学 後発品 11.60 H26.3.31まで

外用薬 2646700M1147 ジフルコルトロン吉草酸
エステル

０．１％１ｇ アルゾナ軟膏０．１％ 東光薬品工業 後発品 11.60

外用薬 2646700M1155 ジフルコルトロン吉草酸
エステル

０．１％１ｇ テクスメテン軟膏０．１％ 佐藤製薬 先発品 ○ 17.40

外用薬 2646700M1163 ジフルコルトロン吉草酸
エステル

０．１％１ｇ ネリゾナ軟膏０．１％ バイエル薬品 先発品 ○ 31.20

外用薬 2646700N1126 ジフルコルトロン吉草酸
エステル

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 11.60 H26.3.31まで

外用薬 2646700N1134 ジフルコルトロン吉草酸
エステル

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 11.60

外用薬 2646700N1142 ジフルコルトロン吉草酸
エステル

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 先発品 ○ 17.40

外用薬 2646700N1150 ジフルコルトロン吉草酸
エステル

０．１％１ｇ ネリゾナクリーム０．１％ バイエル薬品 先発品 ○ 31.20

外用薬 2646700N1169 ジフルコルトロン吉草酸
エステル

０．１％１ｇ ネリゾナユニバーサルクリーム０．
１％

バイエル薬品 先発品 ○ 31.20

外用薬 2646700Q1050 ジフルコルトロン吉草酸
エステル

０．１％１ｍＬ ネリゾナソリューション０．１％ バイエル薬品 先発品 31.20

外用薬 2646701M2105 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｇ ベクトミラン軟膏０．１２％ 東和薬品 後発品 10.00

外用薬 2646701M2156 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｇ リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ 塩野義製薬 準先発品 ○ 29.60

外用薬 2646701M2164 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｇ デルモゾール軟膏０．１２％ 岩城製薬 後発品 7.60

外用薬 2646701M2172 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｇ ケリグロール軟膏０．１２％ 摩耶堂製薬 後発品 8.40

外用薬 2646701M2180 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｇ ベトネベート軟膏０．１２％ グラクソ・スミス
クライン

準先発品 ○ 30.00

外用薬 2646701N2135 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｇ リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ 塩野義製薬 準先発品 ○ 29.60

外用薬 2646701N2143 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｇ ノルコットクリーム０．１２％ 辰巳化学 後発品 7.00

外用薬 2646701N2151 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｇ ケリグロールクリーム０．１２％ 摩耶堂製薬 後発品 8.40

外用薬 2646701N2160 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

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

準先発品 ○ 30.00

外用薬 2646701N2178 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステルクリー
ム０．１２％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.00 H24.6.22収載

外用薬 2646701Q1038 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｍＬ リンデロン－Ｖローション 塩野義製薬 準先発品 ○ 29.60

外用薬 2646701Q1046 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

０．１２％１ｍＬ デルモゾールローション０．１２％ 岩城製薬 後発品 7.60

外用薬 2646701S2031 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

（０．３ｍｇ）５ｃｍ
×１０ｃｍ

トクダームテープ６μｇ／ｃ㎡ ニチバン 先発品 48.20 H26.3.31まで

外用薬 2646701S3046 ベタメタゾン吉草酸エス
テル

（０．４５ｍｇ）７．
５ｃｍ×１０ｃｍ

トクダームテープ６μｇ／ｃ㎡ ニチバン 先発品 62.70 H26.3.31まで
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外用薬 2646703M1019 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステ
ル０．０６４％軟膏

後発品 5.80

外用薬 2646703M1094 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰ軟膏 塩野義製薬 先発品 ○ 30.30

外用薬 2646703M1132 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

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 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ ダイプロセル軟膏０．０６４％ 佐藤製薬 後発品 14.70

外用薬 2646703M1159 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ ディーピーポロン軟膏０．０６４％ 摩耶堂製薬 後発品 9.40

外用薬 2646703M1167 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ フロダーム軟膏０．０６４％ 帝國製薬 後発品 9.40 H26.3.31まで

外用薬 2646703M1183 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステ
ル軟膏０．０６４％「テイコク」

帝國製薬 後発品 9.40 H25.6.21収載

外用薬 2646703N1014 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステ
ル０．０６４％クリーム

後発品 5.80

外用薬 2646703N1073 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰクリーム 塩野義製薬 先発品 ○ 30.30

外用薬 2646703N1111 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ デルモゾールＤＰクリーム０．０６
４％

岩城製薬 後発品 7.40

外用薬 2646703N1120 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ ダイプロセルクリーム０．０６４％ 佐藤製薬 後発品 14.70

外用薬 2646703N1138 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

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 9.40

外用薬 2646703N1146 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ フロダームクリーム０．０６４％ 帝國製薬 後発品 9.40 H26.3.31まで

外用薬 2646703N1154 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ ベタメタゾンジプロピオン酸エステ
ルクリーム０．０６４％「テイコ

帝國製薬 後発品 9.40 H25.6.21収載

外用薬 2646703Q1029 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｇ リンデロン－ＤＰゾル 塩野義製薬 先発品 30.30

外用薬 2646703Q2033 ベタメタゾンジプロピオ
ン酸エステル

０．０６４％１ｍＬ デルモゾールＤＰローション０．０
６４％

岩城製薬 後発品 7.40

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 H25.3.31まで
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 9.20

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 10.50

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 10.50 H26.3.31まで
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 42.40

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 9.20

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 37.80

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 9.20

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 5.00

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

準先発品 ○ 25.80

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 27.20

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 5.00

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

準先発品 ○ 25.80

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 27.20

外用薬 2646707M1041 フルメタゾンピバル酸エ
ステル

０．０２％１ｇ テストーゲン軟膏０．０２％ 前田薬品工業 後発品 10.40 H25.3.31まで

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 先発品 ○ 26.20
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 17.90
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 9.10
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 8.80
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 9.10 H26.3.31まで
外用薬 2646708M1275 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「Ｙ

Ｄ」
陽進堂 後発品 8.80 H24.12.14収載

外用薬 2646708M1283 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニド軟膏０．０５％「テ
イコク」

帝國製薬 後発品 9.10 H25.6.21収載

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 9.90
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 先発品 ○ 26.20
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 先発品 ○ 26.20
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 17.90
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 17.90
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 9.10
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 8.80 H26.3.31まで
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 9.10 H26.3.31まで
外用薬 2646708N1319 フルオシノニド ０．０５％１ｇ フルオシノニドクリーム０．０５％

「テイコク」
帝國製薬 後発品 9.10 H25.6.21収載

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 先発品 26.20
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 先発品 15.10
外用薬 2646709M1121 フルオシノロンアセトニ ０．０２５％１ｇ フルコート軟膏０．０２５％ 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 22.40
外用薬 2646709M1130 フルオシノロンアセトニ 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 ０．０２５％１ｇ フルポロン軟膏０．０２５％ 摩耶堂製薬 後発品 7.80
外用薬 2646709M1156 フルオシノロンアセトニ

ド
０．０２５％１ｇ フルオシノロンアセトニド軟膏０．

０２５％「ＹＤ」
陽進堂 後発品 7.80 H24.12.14収載

外用薬 2646709N1100 フルオシノロンアセトニ ０．０２５％１ｇ フルコートクリーム０．０２５％ 田辺三菱製薬 22.40
外用薬 2646709Q1034 フルオシノロンアセトニ ０．０１％１ｍＬ フルコート外用液０．０１％ 田辺三菱製薬 22.30
外用薬 2646709R2036 フルオシノロンアセトニ ０．００７％１ｇ フルコートスプレー０．００７％ 田辺三菱製薬 11.50
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 84.90

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 4.60 H26.3.31まで

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 7.50

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 8.10 H26.3.31まで
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 4.60

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 6.30

外用薬 2646712N1072 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロンクリーム０．５％
「ＹＤ」

陽進堂 4.60 H24.6.22収載

外用薬 2646712N1080 プレドニゾロン ０．５％１ｇ プレドニゾロンクリーム０．５％
「テイコク」

帝國製薬 8.10 H25.6.21収載

外用薬 2646713M1128 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ デルトピカ軟膏０．０５％ 岩城製薬 後発品 8.50

外用薬 2646713M1136 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ デルモベート軟膏０．０５％ グラクソ・スミス
クライン

先発品 ○ 32.50

外用薬 2646713M1144 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ ソルベガ軟膏０．０５％ 久光製薬 後発品 24.20

外用薬 2646713M1152 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ マイアロン軟膏０．０５％ 前田薬品工業 後発品 12.10

外用薬 2646713M1160 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

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」

テバ製薬 後発品 8.50

外用薬 2646713M1179 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ デルスパート軟膏０．０５％ 池田薬品工業 後発品 10.80

外用薬 2646713M1187 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ マハディ軟膏０．０５％ 協和新薬 後発品 12.10

外用薬 2646713M1195 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ グリジール軟膏０．０５％ 佐藤製薬 後発品 10.80
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外用薬 2646713N1123 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

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

先発品 ○ 32.50

外用薬 2646713N1131 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ ソルベガクリーム０．０５％ 久光製薬 後発品 24.20

外用薬 2646713N1140 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ マイアロンクリーム０．０５％ 前田薬品工業 後発品 12.10

外用薬 2646713N1158 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ デルスパートクリーム０．０５％ 池田薬品工業 後発品 10.80

外用薬 2646713N1166 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ マハディクリーム０．０５％ 協和新薬 後発品 12.10

外用薬 2646713N1174 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ グリジールクリーム０．０５％ 佐藤製薬 後発品 10.80

外用薬 2646713Q1073 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ デルトピカローション０．０５％ 岩城製薬 後発品 8.50

外用薬 2646713Q1081 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

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

先発品 ○ 37.10

外用薬 2646713Q1103 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ マイアロンローション０．０５％ 前田薬品工業 後発品 12.10

外用薬 2646713Q1111 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ マハディ外用液０．０５％ 協和新薬 後発品 14.00

外用薬 2646713Q1120 クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

０．０５％１ｇ グリジールスカルプローション０．
０５％

佐藤製薬 後発品 14.00

外用薬 2646714M1181 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．０２５％１ｇ プロパデルム軟膏０．０２５％ グラクソ・スミス
クライン

先発品 ○ 17.40

外用薬 2646714M1190 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．０２５％１ｇ ベクラシン軟膏０．０２５％ 摩耶堂製薬 後発品 7.40

外用薬 2646714N1160 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

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

先発品 ○ 17.40

外用薬 2646714N1179 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．０２５％１ｇ ベクラシンクリーム０．０２５％ 摩耶堂製薬 後発品 7.40

外用薬 2646717M1088 ヒドロコルチゾン酪酸エ
ステル

０．１％１ｇ アボコート軟膏０．１％ 佐藤製薬 後発品 9.80

外用薬 2646717M1096 ヒドロコルチゾン酪酸エ
ステル

０．１％１ｇ ロコイド軟膏０．１％ 鳥居薬品 先発品 ○ 17.30

外用薬 2646717N1083 ヒドロコルチゾン酪酸エ
ステル

０．１％１ｇ ロコイドクリーム０．１％ 鳥居薬品 先発品 17.30

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 先発品 30.40
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 先発品 30.40
外用薬 2646720M1063 プレドニゾロン吉草酸エ

ステル酢酸エステル
０．３％１ｇ ユーメトン軟膏０．３％ 辰巳化学 後発品 8.30

外用薬 2646720M1071 プレドニゾロン吉草酸エ
ステル酢酸エステル

０．３％１ｇ スピラゾン軟膏０．３％ 岩城製薬 後発品 8.30

外用薬 2646720M1080 プレドニゾロン吉草酸エ
ステル酢酸エステル

０．３％１ｇ リドメックスコーワ軟膏０．３％ 興和 先発品 ○ 24.00

外用薬 2646720M1098 プレドニゾロン吉草酸エ
ステル酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸
エステル軟膏０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30 H24.6.22収載

外用薬 2646720N1077 プレドニゾロン吉草酸エ
ステル酢酸エステル

０．３％１ｇ ユーメトンクリーム０．３％ 辰巳化学 後発品 8.30

外用薬 2646720N1085 プレドニゾロン吉草酸エ
ステル酢酸エステル

０．３％１ｇ スピラゾンクリーム０．３％ 岩城製薬 後発品 8.30

外用薬 2646720N1093 プレドニゾロン吉草酸エ
ステル酢酸エステル

０．３％１ｇ リドメックスコーワクリーム０．
３％

興和 先発品 ○ 24.00

外用薬 2646720N1107 プレドニゾロン吉草酸エ
ステル酢酸エステル

０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸
エステルクリーム０．３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 8.30 H24.6.22収載

外用薬 2646720Q1057 プレドニゾロン吉草酸エ
ステル酢酸エステル

０．３％１ｇ スピラゾンローション０．３％ 岩城製薬 後発品 8.30

外用薬 2646720Q1065 プレドニゾロン吉草酸エ
ステル酢酸エステル

０．３％１ｇ リドメックスコーワローション０．
３％

興和 先発品 ○ 24.00

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 先発品 ○ 31.60

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 11.10

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 11.10

外用薬 2646721M1092 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン

０．１％１ｇ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
軟膏０．１％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 11.10 H24.6.22収載

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 先発品 ○ 31.60

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 11.10

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 11.10 H26.3.31まで

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 先発品 ○ 31.60

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 11.10

外用薬 2646722M1100 クロベタゾン酪酸エステ
ル

０．０５％１ｇ キンダベート軟膏０．０５％ グラクソ・スミス
クライン

先発品 ○ 35.80

外用薬 2646722M1119 クロベタゾン酪酸エステ ０．０５％１ｇ キングローン軟膏０．０５％ 辰巳化学 後発品 10.30
外用薬 2646722M1127 クロベタゾン酪酸エステ ０．０５％１ｇ パルデス軟膏０．０５％ 岩城製薬 後発品 11.10
外用薬 2646722M1135 クロベタゾン酪酸エステ ０．０５％１ｇ キンダロン軟膏０．０５％ 前田薬品工業 後発品 12.40
外用薬 2646722M1143 クロベタゾン酪酸エステ ０．０５％１ｇ クロベタポロン軟膏０．０５％ 摩耶堂製薬 後発品 12.40
外用薬 2646722M1151 クロベタゾン酪酸エステ ０．０５％１ｇ ミルドベート軟膏０．０５％ 帝國製薬 後発品 12.40 H26.3.31まで
外用薬 2646722M1160 クロベタゾン酪酸エステ

ル
０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．

０５％「ＹＤ」
陽進堂 後発品 10.30 H24.6.22収載

外用薬 2646722M1178 クロベタゾン酪酸エステ
ル

０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．
０５％「テイコク」

帝國製薬 後発品 12.40 H25.6.21収載

外用薬 2646722N1033 クロベタゾン酪酸エステ ０．０５％１ｇ パルデスクリーム０．０５％ 岩城製薬 後発品 11.10
外用薬 2646722Q1048 クロベタゾン酪酸エステ ０．０５％１ｇ パルデスローション０．０５％ 岩城製薬 後発品 11.10
外用薬 2646722Q1056 クロベタゾン酪酸エステ ０．０５％１ｇ キンダロンローション０．０５％ 前田薬品工業 後発品 12.40
外用薬 2646723M1148 ジフロラゾン酢酸エステ ０．０５％１ｇ アナミドール軟膏０．０５％ 岩城製薬 後発品 7.60
外用薬 2646723M1156 ジフロラゾン酢酸エステ ０．０５％１ｇ ジフラール軟膏０．０５％ アステラス製薬 先発品 ○ 25.90
外用薬 2646723M1164 ジフロラゾン酢酸エステ 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 ジフロラゾン酢酸エステ ０．０５％１ｇ ダイアコート軟膏０．０５％ ファイザー 先発品 ○ 21.10
外用薬 2646723M1180 ジフロラゾン酢酸エステ

ル
０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．

０５％「ＹＤ」
陽進堂 後発品 7.60 H24.12.14収載

外用薬 2646723N1127 ジフロラゾン酢酸エステ ０．０５％１ｇ アナミドールクリーム０．０５％ 岩城製薬 後発品 7.60
外用薬 2646723N1135 ジフロラゾン酢酸エステ ０．０５％１ｇ ジフラールクリーム０．０５％ アステラス製薬 先発品 ○ 25.90
外用薬 2646723N1143 ジフロラゾン酢酸エステ 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 ジフロラゾン酢酸エステ ０．０５％１ｇ ダイアコートクリーム０．０５％ ファイザー 先発品 ○ 21.10
外用薬 2646723N1160 ジフロラゾン酢酸エステ

ル
０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステルクリーム

０．０５％「ＹＤ」
陽進堂 後発品 7.60 H24.12.14収載

外用薬 2646724M1045 デキサメタゾン吉草酸エ
ステル

０．１２％１ｇ ボアラ軟膏０．１２％ マルホ 先発品 24.20

外用薬 2646724M1053 デキサメタゾン吉草酸エ
ステル

０．１２％１ｇ ザルックス軟膏０．１２％ アボットジャパン 先発品 26.20

外用薬 2646724N1040 デキサメタゾン吉草酸エ
ステル

０．１２％１ｇ ボアラクリーム０．１２％ マルホ 先発品 24.20

外用薬 2646724N1059 デキサメタゾン吉草酸エ
ステル

０．１２％１ｇ ザルックスクリーム０．１２％ アボットジャパン 先発品 26.20

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 8.40
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 8.40 H26.3.31まで
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 12.30
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 12.30 H26.3.31まで
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 H26.3.31まで
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 先発品 ○ 23.40
外用薬 2646725M1210 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート軟膏０．０５％

「ＫＮ」
小林化工 後発品 12.30 H25.6.21収載

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 8.40
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 10.40 H26.3.31まで
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 先発品 ○ 23.40
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外用薬 2646725Q1050 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ スチブロンローション０．０５％ 岩城製薬 後発品 8.40
外用薬 2646725Q1068 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ サイベースローション０．０５％ 前田薬品工業 後発品 12.30
外用薬 2646726M1087 デキサメタゾンプロピオ

ン酸エステル
０．１％１ｇ デルムサット軟膏０．１％ 東光薬品工業 後発品 11.60

外用薬 2646726M1095 デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．１％１ｇ メサデルム軟膏０．１％ 岡山大鵬薬品 先発品 ○ 22.20

外用薬 2646726M1109 デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．１％１ｇ プロメタゾン軟膏０．１％ 池田薬品工業 後発品 11.60

外用薬 2646726M1117 デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．１％１ｇ メインベート軟膏０．１％ 前田薬品工業 後発品 14.20

外用薬 2646726N1082 デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．１％１ｇ デルムサットクリーム０．１％ 東光薬品工業 後発品 11.60

外用薬 2646726N1090 デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．１％１ｇ メサデルムクリーム０．１％ 岡山大鵬薬品 先発品 ○ 22.20

外用薬 2646726N1104 デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．１％１ｇ プロメタゾンクリーム０．１％ 池田薬品工業 後発品 11.60

外用薬 2646726N1112 デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．１％１ｇ メインベートクリーム０．１％ 前田薬品工業 後発品 14.20

外用薬 2646726Q1046 デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．１％１ｇ メサデルムローション０．１％ 岡山大鵬薬品 先発品 ○ 22.20

外用薬 2646726Q1054 デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル

０．１％１ｇ メインベートローション０．１％ 前田薬品工業 後発品 14.20

外用薬 2646727M1022 アルクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

０．１％１ｇ アルメタ軟膏 塩野義製薬 先発品 ○ 40.80

外用薬 2646727M1049 アルクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

０．１％１ｇ タルメア軟膏０．１％ 富士製薬工業 後発品 24.40

外用薬 2646727M1057 アルクロメタゾンプロピ
オン酸エステル

０．１％１ｇ ビトラ軟膏０．１％ 岩城製薬 後発品 19.00

外用薬 2646729M1048 デプロドンプロピオン酸
エステル

０．３％１ｇ エクラー軟膏０．３％ 久光製薬 先発品 ○ 25.10

外用薬 2646729M1056 デプロドンプロピオン酸
エステル

０．３％１ｇ アロミドン軟膏０．３％ 岩城製薬 後発品 12.00

外用薬 2646729N1043 デプロドンプロピオン酸
エステル

０．３％１ｇ エクラークリーム０．３％ 久光製薬 先発品 ○ 25.10

外用薬 2646729N1051 デプロドンプロピオン酸
エステル

０．３％１ｇ アロミドンクリーム０．３％ 岩城製薬 後発品 12.00

外用薬 2646729Q1031 デプロドンプロピオン酸
エステル

０．３％１ｇ エクラーローション０．３％ 久光製薬 先発品 25.10

外用薬 2646729S2035 デプロドンプロピオン酸
エステル

（１．５ｍｇ）７．５
ｃｍ×１０ｃｍ

エクラープラスター２０μｇ／ｃ㎡ 久光製薬 先発品 69.70

外用薬 2646730M1032 ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ サレックス軟膏０．０５％ 岩城製薬 後発品 15.00

外用薬 2646730M1040 ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンフラベート０．０５％軟膏 前田薬品工業 後発品 16.30

外用薬 2646730M1059 ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンテベート軟膏０．０５％ 鳥居薬品 先発品 ○ 34.00

外用薬 2646730M1067 ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ
ン酸エステル軟膏０．０５％「Ｊ

日本ジェネリック 後発品 16.30

外用薬 2646730N1038 ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ サレックスクリーム０．０５％ 岩城製薬 後発品 15.00

外用薬 2646730N1046 ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンフラベート０．０５％クリーム 前田薬品工業 後発品 16.30

外用薬 2646730N1054 ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンテベートクリーム０．０５％ 鳥居薬品 先発品 ○ 34.00

外用薬 2646730Q1026 ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンテベートローション０．０５％ 鳥居薬品 先発品 ○ 34.00

外用薬 2646730Q1034 ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ アンフラベート０．０５％ローショ
ン

前田薬品工業 後発品 16.30

外用薬 2646730Q1042 ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ
ン酸エステルローション０．０５％
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 16.30

外用薬 2646731M1029 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

０．１％１ｇ フルメタ軟膏 塩野義製薬 先発品 ○ 41.10

外用薬 2646731M1037 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

０．１％１ｇ フランカルボン酸モメタゾン軟膏
０．１％「イワキ」

岩城製薬 後発品 20.50

外用薬 2646731M1045 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

０．１％１ｇ マイセラ軟膏０．１％ 前田薬品工業 後発品 20.50

外用薬 2646731N1024 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

０．１％１ｇ フルメタクリーム 塩野義製薬 先発品 ○ 41.10

外用薬 2646731N1032 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

０．１％１ｇ フランカルボン酸モメタゾンクリー
ム０．１％「イワキ」

岩城製薬 後発品 20.50

外用薬 2646731N1040 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

０．１％１ｇ マイセラクリーム０．１％ 前田薬品工業 後発品 20.50

外用薬 2646731Q1020 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

０．１％１ｇ フルメタローション 塩野義製薬 先発品 ○ 41.10

外用薬 2646731Q1039 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

０．１％１ｇ フランカルボン酸モメタゾンロー
ション０．１％「イワキ」

岩城製薬 後発品 20.50

外用薬 2646731Q1047 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

０．１％１ｇ マイセラローション０．１％ 前田薬品工業 後発品 20.50

外用薬 2646732M1040 プレドニゾロンファルネ
シル酸エステル

１．４％１ｇ ファルネゾンゲル１．４％ 大鵬薬品工業 先発品 23.20

外用薬 2647701R1022 フラジオマイシン硫酸
塩・プレドニゾロン

１ｇ エアゾリンＤ１ 武田薬品工業 19.40

外用薬 2647704M1029 テトラサイクリン塩酸
塩・ヒドロコルチゾン酢
酸エステル

１ｇ テトラ・コーチゾン軟膏 山崎帝國堂 後発品 37.50 H26.3.31まで

外用薬 2647705M1023 オキシテトラサイクリン
塩酸塩・ヒドロコルチゾ

１ｇ テラ・コートリル軟膏 陽進堂 33.10

外用薬 2647707M1022 フルオシノロンアセトニ
ド・フラジオマイシン硫
酸塩

１ｇ デルモランＦ軟膏 佐藤製薬 後発品 17.90

外用薬 2647707M1049 フルオシノロンアセトニ
ド・フラジオマイシン硫
酸塩

１ｇ フルコートＦ軟膏 田辺三菱製薬 準先発品 ○ 27.60

外用薬 2647708M1027 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・フラジオマイシン
硫酸塩

１ｇ ベトネベートＮ軟膏 グラクソ・スミス
クライン

25.90

外用薬 2647708N1022 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・フラジオマイシン
硫酸塩

１ｇ ベトネベートＮクリーム グラクソ・スミス
クライン

25.90

外用薬 2647709M1064 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｇ 局 デルモゾールＧ軟膏 岩城製薬 後発品 8.70

外用薬 2647709M1102 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｇ 局 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 塩野義製薬 先発品 ○ 30.10

外用薬 2647709M1110 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｇ 局 ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ 東和薬品 後発品 10.30

外用薬 2647709M1129 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｇ 局 リダスロン軟膏 テバ製薬 後発品 7.50

外用薬 2647709M1137 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｇ 局 デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 富士製薬工業 後発品 10.30

外用薬 2647709M1145 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｇ 局 ベトノバールＧ軟膏０．１２％ 佐藤製薬 後発品 19.10

外用薬 2647709N1043 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｇ 局 デルモゾールＧクリーム 岩城製薬 後発品 8.70

外用薬 2647709N1060 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｇ 局 リンデロン－ＶＧクリーム０．１
２％

塩野義製薬 先発品 ○ 30.10

外用薬 2647709N1078 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｇ 局 ベトノバールＧクリーム０．１２％ 佐藤製薬 後発品 19.10

外用薬 2647709Q1031 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｍＬ デルモゾールＧローション 岩城製薬 後発品 8.70

外用薬 2647709Q1040 ベタメタゾン吉草酸エス
テル・ゲンタマイシン硫

１ｍＬ リンデロン－ＶＧローション 塩野義製薬 先発品 ○ 30.10

外用薬 2649700X1013 塩化亜鉛 １ｇ 局 塩化亜鉛 9.70
外用薬 2649701Q1021 水酸化カルシウム １０ｍＬ ※ 石灰水（司生堂） 司生堂製薬 後発品 8.00
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外用薬 2649702X1012 硫酸亜鉛水和物 １０ｇ 局 硫酸亜鉛水和物 8.90
外用薬 2649703X1017 硫酸アルミニウムカリウ

ム水和物
１０ｇ 局 硫酸アルミニウムカリウム水和物 9.60

外用薬 2649704M1015 亜鉛華 １０ｇ 局 亜鉛華軟膏 19.00
外用薬 2649704M1066 亜鉛華 １０ｇ 局 亜鉛華軟膏「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 20.10
外用薬 2649705X1016 亜鉛華デンプン １０ｇ 局 亜鉛華デンプン 25.40
外用薬 2649705X1059 亜鉛華デンプン １０ｇ 局 亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 28.00
外用薬 2649705X1121 亜鉛華デンプン １０ｇ 局 亜鉛華デンプン「マルイシ」 丸石製薬 28.00
外用薬 2649706M1049 酸化亜鉛・豚脂 １０ｇ ウイルソン軟膏「東豊」 東豊薬品 後発品 37.20
外用薬 2649708X1010 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛 21.70
外用薬 2649708X1044 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛．ＯＩ 日医工 25.00 H25.3.31まで
外用薬 2649708X1060 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛「ケンエー」 健栄製薬 26.00
外用薬 2649708X1150 酸化亜鉛 １０ｇ 局 亜鉛華「ホエイ」 マイラン製薬 25.00
外用薬 2649708X1206 酸化亜鉛 １０ｇ 局 ※ 酸化亜鉛（山善） 山善製薬 25.00
外用薬 2649708X1257 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛「ヨシダ」 吉田製薬 25.00
外用薬 2649708X1273 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛原末「マルイシ」 丸石製薬 26.00
外用薬 2649708X1281 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛「日医工」 日医工 25.00 H24.6.1収載
外用薬 2649709X1014 チンク油 １０ｇ 局 チンク油 10.20
外用薬 2649709X1057 チンク油 １０ｇ 局 チンク油．ＯＹ 日医工 17.30 H25.3.31まで
外用薬 2649709X1162 チンク油 １０ｇ 局 ※ チンク油（東海製薬） 東海製薬 15.60
外用薬 2649709X1189 チンク油 １０ｇ 局 チンク油「ホエイ」 マイラン製薬 16.40
外用薬 2649709X1235 チンク油 １０ｇ 局 ※ チンク油（山善） 山善製薬 17.30 H26.3.31まで
外用薬 2649709X1251 チンク油 １０ｇ 局 チンク油「昭和」（Ｍ） 昭和製薬 13.70
外用薬 2649709X1278 チンク油 １０ｇ 局 チンク油「ニッコー」 日興製薬 16.40
外用薬 2649709X1294 チンク油 １０ｇ 局 チンク油「ヨシダ」 吉田製薬 18.30
外用薬 2649709X1308 チンク油 １０ｇ 局 チンク油「東豊」 東豊薬品 17.30
外用薬 2649709X1316 チンク油 １０ｇ 局 チンク油「ＪＧ」 日本ジェネリック 17.30
外用薬 2649709X1324 チンク油 １０ｇ 局 チンク油「日医工」 日医工 17.30 H24.6.1収載
外用薬 2649710M1037 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏２０％ 佐藤製薬 後発品 29.60
外用薬 2649710M2025 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「コザカ

イ・Ｍ」
小堺製薬 後発品 22.40

外用薬 2649710M2033 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏シオエ シオエ製薬 後発品 22.40
外用薬 2649710M2050 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッ 日興製薬 後発品 22.40
外用薬 2649710M2068 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 後発品 22.40
外用薬 2649710M2084 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヤマゼ 山善製薬 後発品 23.70
外用薬 2649710M2092 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 吉田製薬 後発品 23.70
外用薬 2649710M2122 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏１０％ 佐藤製薬 後発品 22.40
外用薬 2649710S1036 亜鉛華 ５ｇ ボチシート２０％ 帝國製薬 後発品 14.00
外用薬 2649711Q1025 カンタリスチンキ １ｍＬ ※ カンタリスチンキ（司生堂） 司生堂製薬 後発品 8.20
外用薬 2649712X1016 トウガラシチンキ １０ｍＬ 局 トウガラシチンキ 26.70
外用薬 2649712X1067 トウガラシチンキ １０ｍＬ 局 トウガラシチンキ〈ハチ〉 東洋製薬化成 29.60
外用薬 2649712X1105 トウガラシチンキ １０ｍＬ 局 トウガラシチンキＦＭ フヂミ製薬所 29.60
外用薬 2649712X1121 トウガラシチンキ １０ｍＬ 局 ※ トウガラシチンキ（山善） 山善製薬 29.60 H26.3.31まで
外用薬 2649713X1010 イクタモール １０ｇ 局 イクタモール 36.00
外用薬 2649715X1010 次没食子酸ビスマス １ｇ 局 次没食子酸ビスマス 12.90
外用薬 2649715X1117 次没食子酸ビスマス １ｇ 局 デルマトール「ホエイ」 マイラン製薬 15.30
外用薬 2649715X1192 次没食子酸ビスマス １ｇ 局 デルマトール「ヨシダ」 吉田製薬 14.20 H26.3.31まで
外用薬 2649715X1265 次没食子酸ビスマス １ｇ 局 次没食子酸ビスマス原末「マルイ 丸石製薬 14.20
外用薬 2649716M1034 ジメチルイソプロピルア

ズレン
０．０３３％１０ｇ ハスレン軟膏０．０３３％ テバ製薬 後発品 25.00

外用薬 2649716M1042 ジメチルイソプロピルア
ズレン

０．０３３％１０ｇ アズノール軟膏０．０３３％ 日本新薬 準先発品 ○ 29.90

外用薬 2649717M1039 アミノ安息香酸エチル １０％１０ｇ アミノ安息香酸エチル軟膏１０％
「マルイシ」

丸石製薬 後発品 22.90

外用薬 2649718L1038 アルクロキサ ６％１ｇ イサロパン外用散６％ あすか製薬 先発品 30.10
外用薬 2649718M1050 アルクロキサ ２％１ｇ アルキサ軟膏２％ 小林化工 後発品 8.90
外用薬 2649718M2048 アルクロキサ ６％１ｇ ソフレットゲル６％ 佐藤製薬 後発品 24.10 H26.3.31まで
外用薬 2649719M1178 インドメタシン １％１ｇ イドメシンコーワゲル１％ 興和 先発品 ○ 8.00
外用薬 2649719M1186 インドメタシン １％１ｇ インテバン軟膏１％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 7.70
外用薬 2649719M1194 インドメタシン １％１ｇ プロアリシン軟膏１％ 前田薬品工業 後発品 4.20
外用薬 2649719M1208 インドメタシン １％１ｇ インナミットゲル１％ 日医工 後発品 2.90 H25.9.30まで
外用薬 2649719M1216 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンゲル１％「日医工」 日医工 後発品 2.90 H24.12.14収載
外用薬 2649719N1084 インドメタシン １％１ｇ インドノールクリーム１％ 祐徳薬品工業 後発品 2.90
外用薬 2649719N1092 インドメタシン １％１ｇ イドメシンコーワクリーム１％ 興和 先発品 ○ 8.00
外用薬 2649719N1106 インドメタシン １％１ｇ インテバンクリーム１％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 7.70
外用薬 2649719N1114 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンクリーム１％「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 4.20

外用薬 2649719N1122 インドメタシン １％１ｇ インナミットクリーム１％ 日医工 後発品 2.90 H25.9.30まで
外用薬 2649719N1130 インドメタシン １％１ｇ ミカメタン－クリーム１％ 三笠製薬 後発品 2.90
外用薬 2649719N1149 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンクリーム１％「日医

工」
日医工 後発品 2.90 H24.12.14収載

外用薬 2649719Q1030 インドメタシン １％１ｇ イドメシンコーワゾル１％ 興和 先発品 8.00
外用薬 2649719Q2087 インドメタシン １％１ｍＬ インテバン外用液１％ 大日本住友製薬 先発品 ○ 7.70
外用薬 2649719Q2095 インドメタシン １％１ｍＬ インナミット外用液１％ 日医工 後発品 2.90 H25.9.30まで
外用薬 2649719Q2109 インドメタシン １％１ｍＬ インドメタシン外用液１％「日医 日医工 後発品 2.90 H24.12.14収載
外用薬 2649719S1185 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ カトレップパップ７０ｍｇ 帝國製薬 先発品 ○ 26.50
外用薬 2649719S1193 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ イドメシンコーワパップ７０ｍｇ 興和 先発品 ○ 19.40
外用薬 2649719S1207 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ハップスターＩＤ７０ｍｇ 大石膏盛堂 先発品 ○ 12.90
外用薬 2649719S1215 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ アコニップパップ７０ｍｇ テイカ製薬 先発品 ○ 12.30
外用薬 2649719S1223 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ インサイドパップ７０ｍｇ 久光製薬 先発品 ○ 18.40
外用薬 2649719S1231 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ インテナシンパップ７０ｍｇ 原沢製薬工業 ★ 12.90
外用薬 2649719S1240 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ インテナースパップ７０ｍｇ 東光薬品工業 先発品 ○ 12.30
外用薬 2649719S1258 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
インドメタシンパップ７０ｍｇ「日
医工」

日医工 ★ 12.30

外用薬 2649719S1266 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ゼムパックパップ７０ 救急薬品工業 先発品 ○ 12.90
外用薬 2649719S1274 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ セラスターテープ７０ 救急薬品工業 ★ 22.10
外用薬 2649719S1282 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ トラップオンパップ７０ｍｇ ビオメディクス ★ 12.90
外用薬 2649719S1290 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ラクティオンパップ７０ｍｇ テイカ製薬 先発品 ○ 18.90
外用薬 2649719S1304 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
インドメタシンパップ７０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 ★ 12.90

外用薬 2649719S1312 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ コリフメシンパップ７０ｍｇ 東和製薬：和歌山 先発品 ○ 14.10
外用薬 2649719S1320 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ テンポラルパップ７０ｍｇ 昭和薬品化工 ★ 14.10
外用薬 2649719S1339 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
インドメタシンパップ７０ｍｇ「三
友」

三友薬品 ★ 12.30

外用薬 2649719S1347 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ カトレップテープ７０ｍｇ 帝國製薬 先発品 ○ 26.50
外用薬 2649719S2033 インドメタシン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 プロアリシンテープ３５ｍｇ 前田薬品工業 後発品 12.80
外用薬 2649719S2041 インドメタシン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 カトレップテープ３５ｍｇ 帝國製薬 先発品 ○ 16.20
外用薬 2649720M1049 グリチルレチン酸 １％１ｇ デルマクリンＡ軟膏１％ 摩耶堂製薬 14.80
外用薬 2649720N1028 グリチルレチン酸 １％１ｇ デルマクリンクリーム１％ 摩耶堂製薬 14.80
外用薬 2649720N2024 グリチルレチン酸 ２％１ｇ ハイデルマートクリーム２％ 摩耶堂製薬 16.50
外用薬 2649722N1027 クロタミトン １０％１０ｇ オイラックスクリーム１０％ ノバルティス

ファーマ
44.00

外用薬 2649722N1035 クロタミトン １０％１０ｇ クロタミトンクリーム１０％「タイ
ヨー」

テバ製薬 44.00

外用薬 2649724M1039 ビタミンＡ油 ５，０００単位１ｇ ザーネ軟膏０．５％ サンノーバ 先発品 3.50
外用薬 2649726M1020 ベンダザック ３％１ｇ ジベンザック軟膏３％ 摩耶堂製薬 後発品 14.00 H26.3.31まで
外用薬 2649726M1046 ベンダザック ３％１ｇ ジルダザック軟膏３％ 佐藤製薬 先発品 ○ 27.20
外用薬 2649726M1062 ベンダザック ３％１ｇ イワザック軟膏３％ 岩城製薬 後発品 9.70
外用薬 2649726N1025 ベンダザック ３％１ｇ ジベンザッククリーム３％ 摩耶堂製薬 後発品 14.00 H26.3.31まで
外用薬 2649727M1040 ウフェナマート ５％１ｇ コンベック軟膏５％ 田辺三菱製薬 先発品 20.60
外用薬 2649727M1059 ウフェナマート ５％１ｇ フエナゾール軟膏５％ アボットジャパン 先発品 20.60
外用薬 2649727N1046 ウフェナマート ５％１ｇ コンベッククリーム５％ 田辺三菱製薬 先発品 20.60
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外用薬 2649727N1054 ウフェナマート ５％１ｇ フエナゾールクリーム５％ アボットジャパン 先発品 20.60
外用薬 2649728M1061 イブプロフェンピコノー ５％１ｇ ベシカム軟膏５％ 久光製薬 先発品 19.80
外用薬 2649728M1070 イブプロフェンピコノー ５％１ｇ スタデルム軟膏５％ 鳥居薬品 先発品 19.80
外用薬 2649728N1067 イブプロフェンピコノー ５％１ｇ ベシカムクリーム５％ 久光製薬 先発品 19.80
外用薬 2649728N1075 イブプロフェンピコノー ５％１ｇ スタデルムクリーム５％ 鳥居薬品 先発品 19.80
外用薬 2649729N1053 ケトプロフェン ３％１ｇ セクタークリーム３％ 久光製薬 先発品 7.20
外用薬 2649729N1061 ケトプロフェン ３％１ｇ エパテッククリーム３％ ゼリア新薬工業 先発品 5.80
外用薬 2649729Q1041 ケトプロフェン ３％１ｇ セクターゲル３％ 久光製薬 先発品 7.20
外用薬 2649729Q1050 ケトプロフェン ３％１ｇ エパテックゲル３％ ゼリア新薬工業 先発品 5.80
外用薬 2649729Q2030 ケトプロフェン ３％１ｍＬ セクターローション３％ 久光製薬 先発品 7.20
外用薬 2649729Q3036 ケトプロフェン ３％１ｇ エパテックローション３％ ゼリア新薬工業 先発品 5.80
外用薬 2649729S1146 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ パッペンＫパップ３０ｍｇ 佐藤製薬 後発品 9.90
外用薬 2649729S1154 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ モーラスパップ３０ｍｇ 久光製薬 先発品 ○ 23.90
外用薬 2649729S1162 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「ラ
クール」

三友薬品 後発品 12.30

外用薬 2649729S1170 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ タッチロンパップ３０ 救急薬品工業 後発品 12.30
外用薬 2649729S1189 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ミルタックスパップ３０ｍｇ ニプロパッチ 先発品 ○ 21.20
外用薬 2649729S1197 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 14.20

外用薬 2649729S1200 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ リフェロンテープ３０ｍｇ 沢井製薬 後発品 16.40
外用薬 2649729S2126 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日

医工」
日医工 後発品 13.10

外用薬 2649729S2134 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 タッチロンテープ２０ 救急薬品工業 後発品 13.10
外用薬 2649729S2142 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 パテルテープ２０ 大石膏盛堂 後発品 13.10
外用薬 2649729S2150 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フレストルテープ２０ｍｇ 東和薬品 後発品 14.30
外用薬 2649729S2169 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 モーラステープ２０ｍｇ 久光製薬 先発品 ○ 29.80
外用薬 2649729S2177 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロマールテープ２０ ビオメディクス 後発品 13.10
外用薬 2649729S2185 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ラ

クール」
三友薬品 後発品 9.40

外用薬 2649729S2193 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ライラテープ２０ｍｇ 帝國製薬 後発品 14.30 H26.3.31まで
外用薬 2649729S2207 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 レイナノンテープ２０ｍｇ シオノケミカル 後発品 14.30
外用薬 2649729S2215 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「東

光」
東光薬品工業 後発品 9.40

外用薬 2649729S2223 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テ
イコク」

帝國製薬 後発品 14.30 H25.6.21収載

外用薬 2649729S3050 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ タッチロンテープ４０ 救急薬品工業 後発品 16.40
外用薬 2649729S3068 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ パテルテープ４０ 大石膏盛堂 後発品 19.80
外用薬 2649729S3076 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ライラテープ４０ｍｇ 帝國製薬 後発品 19.80 H26.3.31まで
外用薬 2649729S3084 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ モーラステープＬ４０ｍｇ 久光製薬 先発品 ○ 45.90
外用薬 2649729S3092 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ラ
クール」

三友薬品 後発品 16.40

外用薬 2649729S3106 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ロマールテープ４０ ビオメディクス 後発品 17.80
外用薬 2649729S3114 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 14.90

外用薬 2649729S3122 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ レイナノンテープ４０ｍｇ シオノケミカル 後発品 19.80
外用薬 2649729S3130 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ フレストルテープ４０ｍｇ 東和薬品 後発品 17.80
外用薬 2649729S3149 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「東
光」

東光薬品工業 後発品 16.40

外用薬 2649729S3157 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テ
イコク」

帝國製薬 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649729S4030 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１ モーラスパップ６０ｍｇ 久光製薬 先発品 ○ 38.30
外用薬 2649729S4048 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「ラ
クール」

三友薬品 後発品 21.30

外用薬 2649729S4056 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１ タッチロンパップ６０ 救急薬品工業 後発品 21.30
外用薬 2649729S4064 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１ パッペンＫパップ６０ｍｇ 佐藤製薬 後発品 18.40
外用薬 2649730M1069 ピロキシカム ０．５％１ｇ バキソ軟膏０．５％ 富山化学工業 先発品 8.00
外用薬 2649730M1077 ピロキシカム ０．５％１ｇ フェルデン軟膏０．５％ ファイザー 先発品 8.00
外用薬 2649731M1071 フェルビナク ３％１ｇ ナパゲルン軟膏３％ ファイザー 先発品 ○ 8.80
外用薬 2649731M1080 フェルビナク ３％１ｇ スミルスチック３％ 三笠製薬 後発品 8.00
外用薬 2649731N1034 フェルビナク ３％１ｇ ナパゲルンクリーム３％ ファイザー 先発品 8.80
外用薬 2649731Q1057 フェルビナク ３％１ｍＬ アスゼスローション３％ 東光薬品工業 後発品 4.00 H26.3.31まで
外用薬 2649731Q1065 フェルビナク ３％１ｍＬ ナパゲルンローション３％ ファイザー 先発品 ○ 8.80
外用薬 2649731Q1073 フェルビナク ３％１ｍＬ スミルローション３％ 三笠製薬 後発品 4.00
外用薬 2649731Q1081 フェルビナク ３％１ｍＬ フェルビナクローション３％「ラ

クール」
東光薬品工業 後発品 4.00 H25.6.21収載

外用薬 2649731S1127 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ フレックステープ７０ｍｇ 久光製薬 後発品 15.10
外用薬 2649731S1135 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ アスゼスパップ７０ｍｇ 三友薬品 後発品 15.10 H26.3.31まで
外用薬 2649731S1143 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ セルタッチパップ７０ 帝國製薬 先発品 ○ 23.40
外用薬 2649731S1151 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ファルジーテープ７０ｍｇ ニプロパッチ 後発品 15.10
外用薬 2649731S1160 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ フェルビスパップ７０ｍｇ 東光薬品工業 後発品 15.10
外用薬 2649731S1178 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

救急薬品工業 後発品 15.50

外用薬 2649731S1186 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ マルチネスパップ７０ｍｇ 大石膏盛堂 後発品 15.10
外用薬 2649731S1194 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ スミルテープ７０ｍｇ 三笠製薬 後発品 17.60
外用薬 2649731S1208 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ セブテットパップ７０ｍｇ 沢井製薬 後発品 15.50
外用薬 2649731S1216 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ セルスポットパップ７０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 13.30
外用薬 2649731S1224 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ フェルナビオンパップ７０ 岡山大鵬薬品 後発品 15.10
外用薬 2649731S1232 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ セルタッチテープ７０ 帝國製薬 先発品 ○ 23.40
外用薬 2649731S1240 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ フェルナビオンテープ７０ 岡山大鵬薬品 後発品 15.10
外用薬 2649731S1259 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１ フェルビナクパップ７０ｍｇ「Ｎ ニプロパッチ 後発品 15.10 H24.12.14収載
外用薬 2649731S1267 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラ
クール」

三友薬品 後発品 15.10 H25.6.21収載

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 10.80
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 9.50
外用薬 2649731S2050 フェルビナク ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ファルジーテープ３５ｍｇ ニプロパッチ 後発品 9.50
外用薬 2649731S3022 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１ セルタッチパップ１４０ 帝國製薬 先発品 ○ 37.90
外用薬 2649731S3030 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１ アスゼスパップ１４０ｍｇ 三友薬品 後発品 24.70 H26.3.31まで
外用薬 2649731S3049 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１ フェルビスパップ１４０ｍｇ 東光薬品工業 後発品 24.70
外用薬 2649731S3057 フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラ
クール」

三友薬品 後発品 24.70 H25.6.21収載

外用薬 2649732S1130 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ アドフィードパップ４０ｍｇ リードケミカル 先発品 19.30
外用薬 2649732S1148 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ファルケンテープ４０ｍｇ 祐徳薬品工業 後発品 13.90
外用薬 2649732S1156 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ステイバンパップ４０ｍｇ トクホン 先発品 21.30
外用薬 2649732S1164 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ゼポラスパップ４０ｍｇ 三笠製薬 先発品 18.60
外用薬 2649732S1172 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ フループテープ４０ 救急薬品工業 後発品 13.90
外用薬 2649732S1199 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ フルルバンパップ４０ｍｇ 大協薬品工業 先発品 18.60
外用薬 2649732S2047 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ゼポラステープ４０ｍｇ 三笠製薬 先発品 ○ 18.60
外用薬 2649732S2055 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ヤクバンテープ４０ｍｇ トクホン 先発品 ○ 21.30
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 先発品 ○ 12.20
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 先発品 ○ 13.40
外用薬 2649732S3060 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フループテープ２０ 救急薬品工業 後発品 8.80
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 8.80
外用薬 2649732S5020 フルルビプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１ アドフィードパップ８０ｍｇ リードケミカル 先発品 30.70
外用薬 2649732S5038 フルルビプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１ ゼポラスパップ８０ｍｇ 三笠製薬 先発品 30.70
外用薬 2649732S6026 フルルビプロフェン １５ｃｍ×１４ｃｍ１ ヤクバンテープ６０ｍｇ トクホン 先発品 27.60
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 先発品 19.60
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
先発品 25.60

外用薬 2649733M1097 スプロフェン １％１ｇ スルプロチン軟膏１％ テバ製薬 先発品 21.80
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 先発品 19.60
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
先発品 25.60

外用薬 2649733N1092 スプロフェン １％１ｇ スルプロチンクリーム１％ テバ製薬 先発品 21.80
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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 6.10

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 6.10

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 6.10

外用薬 2649734Q1042 ジクロフェナクナトリウ １％１ｇ アデフロニックゲル１％ テバ製薬 後発品 5.30
外用薬 2649734Q1050 ジクロフェナクナトリウ １％１ｇ ナボールゲル１％ 久光製薬 先発品 ○ 8.50
外用薬 2649734Q1069 ジクロフェナクナトリウ １％１ｇ ボルタレンゲル１％ 同仁医薬化工 先発品 ○ 8.50
外用薬 2649734Q1077 ジクロフェナクナトリウ １％１ｇ ベギータゲル１％ シオノケミカル 後発品 5.30
外用薬 2649734Q1085 ジクロフェナクナトリウ

ム
１％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「日本

臓器」
東光薬品工業 後発品 5.30

外用薬 2649734Q1093 ジクロフェナクナトリウ
ム

１％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「ラ
クール」

三友薬品 後発品 5.30

外用薬 2649734Q2022 ジクロフェナクナトリウ １％１ｇ ボルタレンローション１％ 同仁医薬化工 先発品 ○ 8.50
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 5.30

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 5.30

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１
５ｍｇ「テイコク」

帝國製薬 後発品 12.90

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１
５ｍｇ「ユートク」

祐徳薬品工業 後発品 14.10

外用薬 2649734S1066 ジクロフェナクナトリウ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ナボールテープ１５ｍｇ 久光製薬 先発品 ○ 19.50
外用薬 2649734S1074 ジクロフェナクナトリウ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ボルタレンテープ１５ｍｇ 同仁医薬化工 先発品 ○ 19.50
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 12.90

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 12.90

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」

ニプロファーマ 後発品 12.90

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 12.90

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 12.90

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１
５ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 11.70

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１
５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロパッチ 後発品 11.70

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１
５ｍｇ「三和」

三和化学研究所 後発品 11.70

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３
０ｍｇ「テイコク」

帝國製薬 後発品 21.10

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３
０ｍｇ「ユートク」

祐徳薬品工業 後発品 22.30

外用薬 2649734S2062 ジクロフェナクナトリウ １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ナボールテープＬ３０ｍｇ 久光製薬 先発品 ○ 31.40
外用薬 2649734S2070 ジクロフェナクナトリウ １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ボルタレンテープ３０ｍｇ 同仁医薬化工 先発品 ○ 31.40
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 21.10

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 21.10

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」

ニプロファーマ 後発品 22.30

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 19.60

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 22.30

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３
０ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 18.10

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３
０ｍｇ「ＮＰ」

ニプロパッチ 後発品 19.60

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３
０ｍｇ「三和」

三和化学研究所 後発品 19.60

外用薬 2649734S3042 ジクロフェナクナトリウ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ナボールパップ７０ｍｇ 久光製薬 先発品 ○ 19.50
外用薬 2649734S3050 ジクロフェナクナトリウ

ム
７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ

「東光」
東光薬品工業 後発品 12.90

外用薬 2649734S3069 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ
「日本臓器」

日本臓器製薬 後発品 12.90

外用薬 2649734S3077 ジクロフェナクナトリウ
ム

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ
「ラクール」

三友薬品 後発品 12.90

外用薬 2649734S3085 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パップ７
０ｍｇ「オオイシ」

大石膏盛堂 後発品 12.90

外用薬 2649734S4049 ジクロフェナクナトリウ １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ナボールパップ１４０ｍｇ 久光製薬 先発品 ○ 31.40
外用薬 2649734S4057 ジクロフェナクナトリウ

ム
１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍ
ｇ「東光」

東光薬品工業 後発品 21.10

外用薬 2649734S4065 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍ
ｇ「日本臓器」

日本臓器製薬 後発品 22.30

外用薬 2649734S4073 ジクロフェナクナトリウ
ム

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍ
ｇ「ラクール」

三友薬品 後発品 21.10

外用薬 2649734S4081 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パップ１
４０ｍｇ「オオイシ」

大石膏盛堂 後発品 22.30

外用薬 2649735Q1020 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ロキソニンゲル１％ 第一三共 先発品 ○ 6.40

外用薬 2649735Q1039 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 後発品 4.50 H25.6.21収載

外用薬 2649735Q1047 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「Ｎ
Ｐ」

ニプロパッチ 後発品 4.50 H25.6.21収載

外用薬 2649735Q1055 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１％１ｇ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラ
クール」

三友薬品 後発品 4.50 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1028 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソニンパップ１００ｍｇ リードケミカル 先発品 ○ 43.70

外用薬 2649735S1036 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００
ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1044 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００
ｍｇ「ＫＯＧ」

救急薬品工業 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1052 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロパッチ 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1060 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1079 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００
ｍｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1087 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００
ｍｇ「三和」

三和化学研究所 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1095 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００
ｍｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1109 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1117 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００
ｍｇ「三笠」

三笠製薬 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1125 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンナトリウムパップ
１００ｍｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1133 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンナトリウムパップ
１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S1141 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンナトリウムパップ
１００ｍｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2024 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソニンテープ５０ｍｇ リードケミカル 先発品 ○ 28.30

外用薬 2649735S2032 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2040 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ＥＥ」

エルメッド　エー
ザイ

後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2059 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 19.80 H25.6.21収載
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外用薬 2649735S2067 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2075 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ＫＯＧ」

救急薬品工業 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2083 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロパッチ 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2091 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2105 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ＴＳ」

テイカ製薬 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2113 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2121 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2130 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「科研」

帝國製薬 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2148 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2156 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「三和」

三和化学研究所 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2164 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2172 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2180 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「日本臓器」

日本臓器製薬 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2199 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「三笠」

三笠製薬 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2202 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ユートク」

祐徳薬品工業 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2210 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍ
ｇ「ラクール」

東光薬品工業 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2229 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ
５０ｍｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2237 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ
５０ｍｇ「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2245 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ
５０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S2253 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウムテープ
５０ｍｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 19.80 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3020 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソニンテープ１００ｍｇ リードケミカル 先発品 ○ 43.70

外用薬 2649735S3039 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3047 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ＥＥ」

エルメッド　エー
ザイ

後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3055 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3063 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3071 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ＫＯＧ」

救急薬品工業 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3080 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロパッチ 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3098 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3101 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ＴＳ」

テイカ製薬 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3110 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ＹＤ」

陽進堂 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3128 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「アメル」

共和薬品工業 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3136 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「科研」

帝國製薬 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3144 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3152 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「三和」

三和化学研究所 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3160 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3179 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3187 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「日本臓器」

日本臓器製薬 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3195 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「三笠」

三笠製薬 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3209 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ユートク」

祐徳薬品工業 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3217 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００
ｍｇ「ラクール」

東光薬品工業 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3225 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンナトリウムテープ
１００ｍｇ「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3233 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンナトリウムテープ
１００ｍｇ「タイホウ」

岡山大鵬薬品 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3241 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンナトリウムテープ
１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S3250 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンナトリウムテープ
１００ｍｇ「ファイザー」

大石膏盛堂 後発品 30.60 H25.6.21収載

外用薬 2649735S4027 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

２０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａパップ２００
ｍｇ「三笠」

三笠製薬 後発品 47.30 H25.6.21収載

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

15.00

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 42.30

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 6.50
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 8.70

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 16.70

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 15.70

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．Ｙ
Ｉ

山田製薬 15.70 H25.3.31まで

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 15.70

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 16.70

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 15.70

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 15.70

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 3.80

外用薬 2649806X1035 パップ剤 １０ｇ アスモロールパップ 日医工 後発品 8.00 H25.3.31まで
外用薬 2649825S1030 パップ剤 １０ｇ ローテル 二宮薬品工業 5.20 H25.3.31まで
外用薬 2649830X1039 パップ剤 １０ｇ パステルハップ 大石膏盛堂 後発品 8.20
外用薬 2649831S1028 パップ剤 １０ｇ ハーネシップ シオエ製薬 後発品 9.40
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 9.40
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 9.40
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 8.50
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 8.50
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 7.60
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 8.30 H25.3.31まで
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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 9.20 H25.3.31まで
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 25.20

外用薬 2649852M1020 混合死菌製剤 １ｇ エキザルベ マルホ 23.60
外用薬 2649855Q1026 カラミン １０ｍＬ ※ カラミンローション（丸石） 丸石製薬 15.50
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 51.90

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 23.10

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 7.20 H25.3.31まで

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 7.20 H25.3.31まで

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 8.00

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 8.00

外用薬 2649866M1022 ヒドロコルチゾン酢酸エ
ステル・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 17.50

外用薬 2649873M1022 紫雲膏 １ｇ 紫雲膏「マルイシ」 丸石製薬 9.00
外用薬 2649873M1030 紫雲膏 １ｇ ツムラ紫雲膏 ツムラ 12.80
外用薬 2649887S1031 パップ剤 １０ｃｍ×１４ｃｍ１ カーマスプラスター 吉田養真堂 後発品 11.10
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 H25.3.31まで
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 8.20
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 8.20 H26.3.31まで
外用薬 2649894S1031 パップ剤 １０ｃｍ×１４ｃｍ１ ＧＳプラスターＨ１４０ 祐徳薬品工業 後発品 16.60
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 10.60
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 9.10
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 9.10
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 8.30
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 8.30
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 6.60 H26.3.31まで
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 4.80 H26.3.31まで
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 6.20
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 準先発品 ○ 14.50
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 後発品 7.70
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 6.60
外用薬 2649950M1178 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ゲル０．３％「ア

メル」
共和薬品工業 後発品 6.60 H25.12.13収載

外用薬 2649976X1012 タンニン酸 １ｇ 局 タンニン酸 11.30
外用薬 2652700X1043 サリチル酸 １０ｇ 局 サリチル酸「ケンエー」 健栄製薬 25.50
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 25.30
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 26.30
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 H26.3.31まで
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 15.10
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 6.90 H26.3.31まで
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 15.00
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 先発品 ○ 25.70
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 8.30
外用薬 2655700N1192 クロトリマゾール １％１ｇ クロトリマゾールクリーム１％「イ

ワキ」
岩城製薬 後発品 6.90 H25.12.13収載

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 8.30
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 14.40
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 先発品 ○ 25.70
外用薬 2655701N1057 エコナゾール硝酸塩 １％１ｇ パラベールクリーム１％ 大塚製薬工場 先発品 13.00
外用薬 2655701Q1053 エコナゾール硝酸塩 １％１ｍＬ パラベールローション１％ 大塚製薬工場 先発品 13.00
外用薬 2655702N1060 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ フロリードＤクリーム１％ 持田製薬 先発品 ○ 16.20
外用薬 2655702N1078 ミコナゾール硝酸塩 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 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩クリーム１％

「タイヨー」
テバ製薬 後発品 7.70

外用薬 2655702N1094 ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ミコナゾール硝酸塩クリーム１％
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 7.70 H24.12.14収載

外用薬 2655703N1056 イソコナゾール硝酸塩 １％１ｇ アデスタンクリーム１％ バイエル薬品 先発品 22.40
外用薬 2655706N1041 オキシコナゾール硝酸塩 １％１ｇ オキナゾールクリーム１％ 田辺三菱製薬 先発品 14.00
外用薬 2655706Q1048 オキシコナゾール硝酸塩 １％１ｍＬ オキナゾール外用液１％ 田辺三菱製薬 先発品 14.00
外用薬 2655707N1038 スルコナゾール硝酸塩 １％１ｇ エクセルダームクリーム１％ 田辺三菱製薬 先発品 24.10
外用薬 2655707Q1034 スルコナゾール硝酸塩 １％１ｍＬ エクセルダーム外用液１％ 田辺三菱製薬 先発品 24.10
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 6.60 H25.3.31まで
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 10.80
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」
テバ製薬 後発品 10.80

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 12.40
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 12.40
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 10.80 H26.3.31まで
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 10.80
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 18.60
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 10.80
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 12.40
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 先発品 ○ 45.70
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 12.40 H26.3.31まで
外用薬 2655708N1288 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 10.80 H25.12.13収載
外用薬 2655708N1296 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」 陽進堂 後発品 12.40 H25.12.13収載
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 10.80
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 18.60
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 10.80
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 12.40
外用薬 2655708Q1160 ビホナゾール １％１ｍＬ ビホナゾール外用液１％「タイ テバ製薬 後発品 10.80
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 先発品 ○ 45.70
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 12.40
外用薬 2655709N1037 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニトラゼンクリーム２％ 岩城製薬 後発品 23.90
外用薬 2655709N1045 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトパミンクリーム２％ 東光薬品工業 後発品 23.90
外用薬 2655709N1053 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニゾラールクリーム２％ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 43.10
外用薬 2655709N1061 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 プルナクリーム２％ 前田薬品工業 後発品 23.90
外用薬 2655709N1070 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトコナゾールクリーム２％「Ｊ 日本ジェネリック 後発品 23.90
外用薬 2655709Q1025 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニゾラールローション２％ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 43.10
外用薬 2655709Q1033 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ニトラゼンローション２％ 岩城製薬 後発品 23.90
外用薬 2655709Q1041 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトパミン外用液２％ 東光薬品工業 後発品 23.90
外用薬 2655709Q1050 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 プルナローション２％ 前田薬品工業 後発品 23.90
外用薬 2655709Q1068 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトコナゾールローション２％「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 後発品 23.90

外用薬 2655709R1020 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトパミン外用スプレー２％ 東光薬品工業 後発品 48.80
外用薬 2655710M1034 ラノコナゾール １％１ｇ アスタット軟膏１％ マルホ 先発品 ○ 42.70
外用薬 2655710M1042 ラノコナゾール １％１ｇ ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 岩城製薬 後発品 29.20
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 先発品 ○ 42.70
外用薬 2655710N1048 ラノコナゾール １％１ｇ ラノコナゾールクリーム１％「イワ

キ」
岩城製薬 後発品 29.20

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 先発品 ○ 42.70
外用薬 2655710Q1044 ラノコナゾール １％１ｍＬ ラノコナゾール外用液１％「イワ 岩城製薬 後発品 29.20
外用薬 2655711M1039 ネチコナゾール塩酸塩 １％１ｇ アトラント軟膏１％ 久光製薬 先発品 39.20
外用薬 2655711N1034 ネチコナゾール塩酸塩 １％１ｇ アトラントクリーム１％ 久光製薬 先発品 39.20
外用薬 2655711Q1030 ネチコナゾール塩酸塩 １％１ｍＬ アトラント外用液１％ 久光製薬 先発品 39.20
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外用薬 2655712M1025 ルリコナゾール １％１g ルリコン軟膏1％ ポーラファルマ 先発品 53.40 H25.5.31収載
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 先発品 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 先発品 53.40
外用薬 2659700X1010 イオウ １０ｇ 局 イオウ 11.60
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
先発品 15.60 H26.3.31まで

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

先発品 15.60 H26.3.31まで

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 8.50
外用薬 2659705Q1018 トルナフタート ２％１ｍＬ 局 トルナフタート液 7.70
外用薬 2659708N1058 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 メリーダムクリーム１％ 東和薬品 後発品 30.80 H26.3.31まで H24.10.1局方
外用薬 2659708N1066 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ボレークリーム１％ 久光製薬 先発品 ○ 40.50
外用薬 2659708N1074 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 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 23.90 H24.10.1局方

品
外用薬 2659708N1082 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 メンタックスクリーム１％ 科研製薬 先発品 ○ 40.50
外用薬 2659708N1090 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ブテナフィン塩酸塩クリーム１％

「トーワ」
東和薬品 後発品 30.80 H25.12.13収載

外用薬 2659708Q1046 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 メリーダム液１％ 東和薬品 後発品 30.80 H26.3.31まで H24.10.1局方
外用薬 2659708Q1054 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 ボレー外用液１％ 久光製薬 先発品 ○ 40.50
外用薬 2659708Q1062 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 メンタックス外用液１％ 科研製薬 先発品 ○ 40.50
外用薬 2659708Q1070 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 ブテナフィン塩酸塩液１％「トー 東和薬品 後発品 30.80 H25.12.13収載
外用薬 2659708R1050 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 ボレースプレー１％ 久光製薬 先発品 ○ 62.50
外用薬 2659708R1068 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 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 48.70 H24.10.1局方

品
外用薬 2659708R1076 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ 局 メンタックススプレー１％ 科研製薬 先発品 ○ 68.30
外用薬 2659710N1055 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ケルガークリーム１％ 前田薬品工業 後発品 17.90 H24.10.1局方
外用薬 2659710N1063 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テビーナクリーム１％ 岩城製薬 後発品 19.30
外用薬 2659710N1071 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テビナシールクリーム１％ 東亜薬品 後発品 20.10 H24.10.1局方
外用薬 2659710N1080 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルフィナビンクリーム１％ 日医工 後発品 20.10 H26.3.31まで H24.10.1局方
外用薬 2659710N1098 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ビラスクリーム１％ 東和薬品 後発品 28.20 H24.10.1局方
外用薬 2659710N1101 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ラミテクトクリーム１％ 沢井製薬 後発品 19.30 H26.3.31まで H24.10.1局方
外用薬 2659710N1110 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 塩酸テルビナフィンクリーム１％

「ＭＥＥＫ」
小林化工 後発品 17.90 H24.10.1局方

品
外用薬 2659710N1128 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 塩酸テルビナフィンクリーム１％

「サンド」
サンド 後発品 20.10 H24.10.1局方

品
外用薬 2659710N1136 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％

「タイヨー」
テバ製薬 後発品 14.20 H24.10.1局方

品
外用薬 2659710N1144 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルミシールクリーム１％ 大正薬品工業 後発品 19.30 H24.10.1局方
外用薬 2659710N1152 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ラミシールクリーム１％ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 41.40

外用薬 2659710N1160 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 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 22.10 H24.10.1局方
品

外用薬 2659710N1179 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 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 22.10 H24.10.1局方
品

外用薬 2659710N1187 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 14.20 H24.10.1局方
品

外用薬 2659710N1195 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
「日医工」

日医工 後発品 20.10 H25.6.21収載

外用薬 2659710N1209 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
「サワイ」

沢井製薬 後発品 19.30 H25.12.13収載

外用薬 2659710Q1043 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ケルガー液１％ 前田薬品工業 後発品 17.90 H24.10.1局方
外用薬 2659710Q1051 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テビーナ液１％ 岩城製薬 後発品 19.30
外用薬 2659710Q1060 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ビラス液１％ 東和薬品 後発品 28.20 H24.10.1局方
外用薬 2659710Q1078 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ラミシール外用液１％ ノバルティス

ファーマ
先発品 ○ 41.40

外用薬 2659710Q1086 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ラミテクト外用液１％ 沢井製薬 後発品 19.30 H26.3.31まで H24.10.1局方
外用薬 2659710Q1094 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩外用液１％

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 22.10 H24.10.1局方

品
外用薬 2659710Q1108 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 テルビナフィン塩酸塩外用液１％

「サワイ」
沢井製薬 後発品 19.30 H25.12.13収載

外用薬 2659710R1049 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 ラミシール外用スプレー１％ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 64.20 H24.10.1局方
品

外用薬 2659710R1057 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局 塩酸テルビナフィンスプレー１％
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 43.50 H24.10.1局方
品

外用薬 2659711N1033 アモロルフィン塩酸塩 ０．５％１ｇ ペキロンクリーム０．５％ ガルデルマ 先発品 40.70
外用薬 2659712N1020 リラナフタート ２％１ｇ ゼフナートクリーム２％ 全薬工業 先発品 49.20
外用薬 2659712Q1026 リラナフタート ２％１ｍＬ ゼフナート外用液２％ 全薬工業 先発品 49.20
外用薬 2659800M1011 イオウ・サリチル酸・チ

アントール
１ｇ 局 イオウ・サリチル酸・チアントール

軟膏
3.10

外用薬 2661700X1018 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸 3.20
外用薬 2661700X1042 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸．ＯＹ 日医工 4.70 H25.3.31まで
外用薬 2661700X1050 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「ケンエー」 健栄製薬 4.70
外用薬 2661700X1069 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 4.10
外用薬 2661700X1077 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸　シオエ シオエ製薬 6.00
外用薬 2661700X1107 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「タイセイ」 大成薬品工業 3.40
外用薬 2661700X1140 酢酸 １０ｍＬ 局 ※ 酢酸（東海製薬） 東海製薬 5.60
外用薬 2661700X1174 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸ＦＭ フヂミ製薬所 5.60
外用薬 2661700X1220 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「ヤクハン」 ヤクハン製薬 5.60
外用薬 2661700X1239 酢酸 １０ｍＬ 局 ※ 酢酸（山善） 山善製薬 6.00
外用薬 2661700X1271 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「昭和」（Ｍ） 昭和製薬 5.20
外用薬 2661700X1298 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「ニッコー」 日興製薬 4.10
外用薬 2661700X1310 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「ヨシダ」 吉田製薬 5.20
外用薬 2661700X1352 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「日医工」 日医工 4.70 H24.6.1収載
外用薬 2661701X1012 サリチル酸絆創膏 ２５ｃ㎡１枚 局 サリチル酸絆創膏 88.50
外用薬 2661702X1017 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸 7.20
外用薬 2661702X1041 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸．ＯＩ 日医工 8.50 H25.3.31まで
外用薬 2661702X1068 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸「ケンエー」 健栄製薬 8.50
外用薬 2661702X1130 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸「タイセイ」 大成薬品工業 8.50
外用薬 2661702X1165 氷酢酸 １０ｇ 局 ※ 氷酢酸（東海製薬） 東海製薬 7.80
外用薬 2661702X1190 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸ＦＭ フヂミ製薬所 7.80
外用薬 2661702X1238 氷酢酸 １０ｇ 局 ※ 氷酢酸（山善） 山善製薬 7.80
外用薬 2661702X1246 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸「ヤクハン」 ヤクハン製薬 7.80
外用薬 2661702X1327 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸「ニッコー」 日興製薬 8.50
外用薬 2661702X1408 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸「東豊」 東豊薬品 8.50
外用薬 2661702X1416 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸「ＮｉｋＰ」 日医工 8.50 H24.6.1収載
外用薬 2662700X1015 カリ石ケン １０ｇ 局 カリ石ケン 13.30
外用薬 2662700X1090 カリ石ケン １０ｇ 局 カリ石ケンＦＭ フヂミ製薬所 14.10
外用薬 2662700X1104 カリ石ケン １０ｇ 局 カリ石ケン「ニッコー」 日興製薬 15.30
外用薬 2662700X1198 カリ石ケン １０ｇ 局 カリ石ケン「東豊」 東豊薬品 14.10 H26.3.31まで
外用薬 2662701X1010 グリセリンカリ １０ｍＬ 局 グリセリンカリ液 7.80
外用薬 2662701X1052 グリセリンカリ １０ｍＬ 局 グリセリンカリ液「ケンエー」 健栄製薬 13.00
外用薬 2662701X1060 グリセリンカリ １０ｍＬ 局 グリセリンカリ液「コザカイ・Ｍ」 小堺製薬 12.50
外用薬 2662701X1150 グリセリンカリ １０ｍＬ 局 グリセリンカリ液ＦＭ フヂミ製薬所 12.50
外用薬 2662701X1206 グリセリンカリ １０ｍＬ 局 ※ グリセリンカリ液（山善） 山善製薬 13.00
外用薬 2662701X1230 グリセリンカリ １０ｍＬ 局 グリセリンカリ液「ニッコー」 日興製薬 11.60
外用薬 2662701X1281 グリセリンカリ １０ｍＬ 局 グリセリンカリ液「マルイシ」 丸石製薬 12.50
外用薬 2662701X1290 グリセリンカリ １０ｍＬ 局 グリセリンカリ液「東豊」 東豊薬品 12.50
外用薬 2662701X1303 グリセリンカリ １０ｍＬ 局 グリセリンカリ液「ＪＧ」 日本ジェネリック 12.50
外用薬 2662702X1014 水酸化カリウム １０ｇ 局 水酸化カリウム 11.30
外用薬 2663700X1012 硝酸銀 １ｇ 局 硝酸銀 195.60
外用薬 2669700X1016 イオウ・カンフル １０ｍＬ 局 イオウ・カンフルローション 26.50
外用薬 2669701M1057 尿素 １０％１ｇ アセチロール軟膏１０ ポーラファルマ 後発品 5.70 H26.3.31まで
外用薬 2669701M1065 尿素 １０％１ｇ ベギン軟膏１０ 藤永製薬 後発品 5.70 H26.3.31まで
外用薬 2669701M1073 尿素 １０％１ｇ パスタロンソフト軟膏１０％ 佐藤製薬 先発品 ○ 7.30
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外用薬 2669701M2061 尿素 ２０％１ｇ アセチロール軟膏２０ ポーラファルマ 後発品 5.70 H26.3.31まで
外用薬 2669701M2088 尿素 ２０％１ｇ ベギン軟膏２０ 藤永製薬 後発品 5.70 H26.3.31まで
外用薬 2669701M2096 尿素 ２０％１ｇ ケラチナミンコーワ軟膏２０％ 興和 先発品 ○ 7.50 H25.3.31まで
外用薬 2669701M2100 尿素 ２０％１ｇ パスタロンソフト軟膏２０％ 佐藤製薬 先発品 ○ 7.50
外用薬 2669701M2118 尿素 ２０％１ｇ ケラベンス軟膏２０％ シオノケミカル 後発品 5.70
外用薬 2669701N1044 尿素 １０％１ｇ ウレパールクリーム１０％ 大塚製薬工場 先発品 ○ 7.30
外用薬 2669701N1052 尿素 １０％１ｇ パスタロンクリーム１０％ 佐藤製薬 先発品 ○ 7.30
外用薬 2669701N1060 尿素 １０％１ｇ ウリモックスクリーム１０％ 池田薬品工業 後発品 4.90
外用薬 2669701N1079 尿素 １０％１ｇ アセチロールクリーム１０％ ポーラファルマ 後発品 5.70 H25.12.13収載
外用薬 2669701N1087 尿素 １０％１ｇ ベギンクリーム１０％ 藤永製薬 後発品 5.70 H25.12.13収載
外用薬 2669701N2032 尿素 ２０％１ｇ ウレアクリーム２０％「イワキ」 岩城製薬 後発品 5.10 H25.3.31まで
外用薬 2669701N2040 尿素 ２０％１ｇ パスタロンクリーム２０％ 佐藤製薬 先発品 ○ 7.50
外用薬 2669701N2059 尿素 ２０％１ｇ ワイドコールクリーム２０％ 池田薬品工業 後発品 5.10
外用薬 2669701N2067 尿素 ２０％１ｇ ケラチナミンコーワクリーム２０％ 興和 先発品 ○ 7.50 H24.6.22収載
外用薬 2669701N2075 尿素 ２０％１ｇ アセチロールクリーム２０％ ポーラファルマ 後発品 5.70 H25.12.13収載
外用薬 2669701N2083 尿素 ２０％１ｇ ベギンクリーム２０％ 藤永製薬 後発品 5.70 H25.12.13収載
外用薬 2669701Q1040 尿素 １０％１ｇ ウレパールローション１０％ 大塚製薬工場 先発品 7.30
外用薬 2669701Q1059 尿素 １０％１ｇ パスタロンローション１０％ 佐藤製薬 先発品 7.30
外用薬 2669702X1015 尿素 １０ｇ 局 尿素 7.40
外用薬 2679701Q1055 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ フロジン外用液５％ ニプロパッチ 後発品 33.00
外用薬 2679701Q1063 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ アロビックス外用液５％ 長生堂製薬 後発品 13.20
外用薬 2679701Q1071 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ カルプラニン外用液５％ テバ製薬 後発品 11.50
外用薬 2691700M1053 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 112.20
外用薬 2691700M1061 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ アルファタカシル軟膏２μｇ／ｇ 大正薬品工業 後発品 57.40
外用薬 2691700M2025 タカルシトール水和物 ０．００２％１ｇ ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ 帝人ファーマ 先発品 272.30
外用薬 2691700N1059 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 112.20
外用薬 2691700N1067 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ アルファタカシルクリーム２μｇ／ 大正薬品工業 後発品 57.40
外用薬 2691700Q1047 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ ボンアルファローション２μｇ／ｇ 帝人ファーマ 先発品 112.20
外用薬 2691700Q2027 タカルシトール水和物 ０．００２％１ｇ ボンアルファハイローション２０μ

ｇ／ｇ
帝人ファーマ 先発品 272.30

外用薬 2691701M1031 カルシポトリオール ０．００５％１ｇ ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ 帝國製薬 先発品 134.40
外用薬 2691702M1036 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ 中外製薬 先発品 ○ 138.00
外用薬 2691702M1044 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／

ｇ「ＰＰ」
ポーラファルマ 後発品 87.70 H24.12.14収載

外用薬 2691702M1052 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／
ｇ「イワキ」

岩城製薬 後発品 87.70 H24.12.14収載

外用薬 2691702M1060 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／
ｇ「タカタ」

高田製薬 後発品 87.70 H24.12.14収載

外用薬 2691702Q1020 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ オキサロールローション２５μｇ／ 中外製薬 先発品 138.00
外用薬 2699701M1021 メトキサレン ０．３％１ｇ オクソラレン軟膏０．３％ 大正製薬 26.10
外用薬 2699701Q1023 メトキサレン ０．３％１ｍＬ オクソラレンローション０．３％ 大正製薬 26.10
外用薬 2699701Q2038 メトキサレン １％１ｍＬ オクソラレンローション１％ 大正製薬 45.10
外用薬 2699702M1034 トレチノイントコフェリ ０．２５％１ｇ オルセノン軟膏０．２５％ ポーラファルマ 先発品 51.10
外用薬 2699703M1039 ブクラデシンナトリウム ３％１ｇ アクトシン軟膏３％ ニプロパッチ 先発品 51.20
外用薬 2699704M1025 ヨウ素 ０．９％１ｇ カデックス軟膏０．９％ スミス・アンド・

ネフュー　ウンド
マネジメント

先発品 75.40

外用薬 2699704M1033 ヨウ素 ０．９％１ｇ ヨードコート軟膏０．９％ メドレックス 先発品 75.40
外用薬 2699704M2021 ヨウ素 ０．９％１ｇ カデックス軟膏分包４５ｍｇ スミス・アンド・

ネフュー　ウンド
マネジメント

先発品 75.40

外用薬 2699704M3028 ヨウ素 ０．９％１ｇ カデックス軟膏分包１５３ｍｇ スミス・アンド・
ネフュー　ウンド
マネジメント

先発品 75.40

外用薬 2699704W1042 ヨウ素 ０．９％１ｇ カデックス外用散０．９％ スミス・アンド・
ネフュー　ウンド
マネジメント

先発品 75.40

外用薬 2699705M1038 アルプロスタジル　アル
ファデクス

０．００３％１ｇ プロスタンディン軟膏０．００３％ 小野薬品工業 先発品 58.70

外用薬 2699709M1028 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ プロトピック軟膏０．１％ アステラス製薬 先発品 ○ 141.30
外用薬 2699709M1036 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 89.70 H24.6.22収載
外用薬 2699709M1044 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 89.70 H24.6.22収載
外用薬 2699709M1052 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「イワ 岩城製薬 後発品 89.70 H24.6.22収載
外用薬 2699709M1060 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「タカ 高田製薬 後発品 89.70 H24.6.22収載
外用薬 2699709M2024 タクロリムス水和物 ０．０３％１ｇ プロトピック軟膏０．０３％小児用 アステラス製薬 先発品 136.40
外用薬 2699710R1028 トラフェルミン（遺伝子

組換え）
２５０μｇ１瓶（溶解
液付）

フィブラストスプレー２５０ 科研製薬 先発品 8,176.70

外用薬 2699710R2024 トラフェルミン（遺伝子
組換え）

５００μｇ１瓶（溶解
液付）

フィブラストスプレー５００ 科研製薬 先発品 10,799.40

外用薬 2699711Q1027 アダパレン ０．１％１ｇ ディフェリンゲル０．１％ ガルデルマ 先発品 117.50
外用薬 2699801V1050 精製白糖・ポビドンヨー １ｇ スクロードパスタ 共和薬品工業 後発品 15.50
外用薬 2699801V1068 精製白糖・ポビドンヨー １ｇ ネグミンシュガー軟膏 マイラン製薬 後発品 15.50
外用薬 2699801V1084 精製白糖・ポビドンヨー １ｇ ドルミジンパスタ 岩城製薬 後発品 18.50
外用薬 2699801V1106 精製白糖・ポビドンヨー １ｇ ユーパスタコーワ軟膏 興和 先発品 ○ 40.80
外用薬 2699801V1114 精製白糖・ポビドンヨー １ｇ イソジンシュガーパスタ軟膏 日東メディック 後発品 13.10
外用薬 2699801V1122 精製白糖・ポビドンヨー １ｇ ソアナース軟膏 テイカ製薬 先発品 ○ 40.80
外用薬 2699801V1130 精製白糖・ポビドンヨー １ｇ ポビドリンパスタ軟膏 東亜薬品 後発品 15.50
外用薬 2699801V2021 精製白糖・ポビドンヨー １ｇ ソアナース軟膏分包８ｇ テイカ製薬 先発品 40.80
外用薬 2699801V2030 精製白糖・ポビドンヨー １ｇ ユーパスタコーワ軟膏分包８ｇ 興和 先発品 40.80
外用薬 2699950M1030 幼牛血液抽出物 ５％１ｇ ソルコセリル軟膏５％ 東菱薬品工業 11.80
外用薬 3322700X1026 ゼラチン ５ｃｍ×２．５ｃｍ１ スポンゼル アステラス製薬 237.50
外用薬 3322700X2022 ゼラチン １０ｃｍ×７ｃｍ１枚 スポンゼル アステラス製薬 722.20
外用薬 3322701X1020 ゼラチン ２ｃｍ×６ｃｍ×０．

７ｃｍ１枚
ゼルフォーム ファイザー 204.30

外用薬 3322701X2027 ゼラチン ８ｃｍ×１２．５ｃｍ
×１ｃｍ１枚

ゼルフォーム ファイザー 1,222.90

外用薬 3323701X1010 トロンビン ５００単位１瓶 局 トロンビン 339.30 H25.3.31まで
外用薬 3323701X2016 トロンビン １，０００単位１瓶 局 トロンビン 479.80 H25.3.31まで
外用薬 3323701X3063 トロンビン ５，０００単位１瓶 局 トロンビン“化血研” 化学及血清療法研

究所
933.60

外用薬 3323701X3128 トロンビン ５，０００単位１瓶 局 献血トロンビン経口・外用剤５００ 日本製薬 875.60
外用薬 3323701X3136 トロンビン ５，０００単位１瓶 局 トロンビン経口・外用剤５千「Ｆ」 富士製薬工業 807.30
外用薬 3323701X4051 トロンビン １０，０００単位１瓶 局 トロンビン“化血研” 化学及血清療法研

究所
1,434.40

外用薬 3323701X4116 トロンビン １０，０００単位１瓶 局 献血トロンビン経口・外用剤１万 日本製薬 1,371.50
外用薬 3323701X4124 トロンビン １０，０００単位１瓶 局 トロンビン経口・外用剤１万「Ｆ」 富士製薬工業 1,256.70
外用薬 3323701X5015 トロンビン ２０，０００単位１瓶 局 トロンビン 1,697.20
外用薬 3323701X6011 トロンビン ５，０００単位１袋 局 トロンビン 943.10
外用薬 3323701X7018 トロンビン １０，０００単位１袋 局 トロンビン 1,412.90
外用薬 3323702Q1052 トロンビン ５，０００単位５ｍＬ

１瓶
トロンビン経口・局所用液５千
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 776.70

外用薬 3323702Q2024 トロンビン ５，０００単位５ｍＬ
１キット

トロンビン液モチダ　ソフトボトル
５千

持田製薬 1,042.80

外用薬 3323702Q3020 トロンビン １０，０００単位１０
ｍＬ１キット

トロンビン液モチダ　ソフトボトル
１万

持田製薬 1,465.80

外用薬 3325700S1020 酸化セルロース ニューニット２．５ｃ
ｍ×８．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモ
スタット

ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

後発品 1,887.50

外用薬 3325700S2027 酸化セルロース ニューニット７．６ｃ
ｍ×１０．２ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモ
スタット

ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

後発品 2,339.80

外用薬 3325700S3023 酸化セルロース ニューニット１５．２
ｃｍ×２２．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモ
スタット

ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

後発品 2,906.60

外用薬 3325700X4027 酸化セルロース １．３ｃｍ×５．１ｃ
ｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモ
スタット

ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

後発品 877.90

外用薬 3325700X5023 酸化セルロース ５．１ｃｍ×７．６ｃ
ｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモ
スタット

ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

後発品 1,184.10
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外用薬 3325700X6020 酸化セルロース ５．１ｃｍ×３５．６
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモ
スタット

ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

後発品 1,566.10

外用薬 3325700X7026 酸化セルロース １０．２ｃｍ×２０．
３ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモ
スタット

ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

後発品 1,625.80

外用薬 3325700X8022 酸化セルロース 綿型５．１ｃｍ×２．
５ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモ
スタット

ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

後発品 1,684.20

外用薬 3325700X9029 酸化セルロース ニューニット２．５ｃ
ｍ×２．５ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモ
スタット

ジョンソン・エン
ド・ジョンソン

後発品 1,490.30

外用薬 3326700X1033 アルギン酸ナトリウム ５００ｍｇ１管 アルト原末 カイゲンファーマ 213.50
外用薬 3326700X2030 アルギン酸ナトリウム １ｇ１管 アルト原末 カイゲンファーマ 315.80
外用薬 3331700X1017 クエン酸ナトリウム水和 １０ｇ 局 クエン酸ナトリウム水和物 16.80
外用薬 3331700X1092 クエン酸ナトリウム水和

物
１０ｇ 局 クエン酸ナトリウム水和物原末

「ニッコー」
日興製薬 18.60

外用薬 3334700M1047 ヘパリンナトリウム ５００単位１ｇ ペセタ軟膏 池田薬品工業 後発品 7.70
外用薬 3334700M1063 ヘパリンナトリウム ５００単位１ｇ ヘパリンＺ軟膏５００単位／ｇ ゼリア新薬工業 準先発品 ○ 13.60
外用薬 3339950M1102 ヘパリン類似物質 １ｇ セレロイズ軟膏０．３％ シオノケミカル 後発品 7.40
外用薬 3339950M1110 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパダーム軟膏０．３％ 共和薬品工業 後発品 8.80 H26.3.31まで
外用薬 3339950M1129 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイド軟膏０．３％ 陽進堂 後発品 8.80 H26.3.31まで
外用薬 3339950M1137 ヘパリン類似物質 １ｇ ヒルドイドソフト軟膏０．３％ マルホ 準先発品 ○ 26.00
外用薬 3339950M1145 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテン油性クリーム０．３％ 日医工 後発品 10.80 H25.12.13収載
外用薬 3339950N1027 ヘパリン類似物質 １ｇ エアリートクリーム０．３％ 東光薬品工業 後発品 7.40
外用薬 3339950N1035 ヘパリン類似物質 １ｇ ヒルドイドクリーム０．３％ マルホ 準先発品 ○ 26.00
外用薬 3339950N1043 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンクリーム０．３％ 日医工 後発品 10.80
外用薬 3339950N1051 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％

「ＹＤ」
陽進堂 後発品 8.80 H25.12.13収載

外用薬 3339950N1060 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％
「アメル」

共和薬品工業 後発品 8.80 H25.12.13収載

外用薬 3339950Q1058 ヘパリン類似物質 １ｇ エアリートローション０．３％ 東光薬品工業 後発品 7.40
外用薬 3339950Q1066 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイドローション０．３％ 陽進堂 後発品 8.80 H26.3.31まで
外用薬 3339950Q1074 ヘパリン類似物質 １ｇ ヒルドイドローション０．３％ マルホ 準先発品 ○ 26.00
外用薬 3339950Q1082 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンローション０．３％ 日医工 後発品 10.80
外用薬 3339950Q1090 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質ローション０．

３％「ＹＤ」
陽進堂 後発品 8.80 H25.12.13収載

外用薬 3339950R1029 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテン外用スプレー０．３％ 日医工 後発品 20.20
外用薬 3339950R1037 ヘパリン類似物質 １ｇ クラドイド外用スプレー０．３％ 陽進堂 後発品 20.20 H26.3.31まで H24.12.14収載
外用薬 3339950R1045 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．

３％「ＰＰ」
イセイ 後発品 20.20 H24.12.14収載

外用薬 3339950R1053 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．
３％「ＴＣＫ」

辰巳化学 後発品 20.20 H24.12.14収載

外用薬 3339950R1061 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．
３％「サトウ」

佐藤製薬 後発品 20.20 H24.12.14収載

外用薬 3339950R1070 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．
３％「日新」

日新製薬（山形） 後発品 20.20 H24.12.14収載

外用薬 3339950R1088 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．
３％「ファイザー」

ファイザー 後発品 20.20 H24.12.14収載

外用薬 3339950R1096 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質外用スプレー０．
３％「ＹＤ」

陽進堂 後発品 20.20 H25.12.13収載

外用薬 3399800Q1033 乳酸リンゲル ３Ｌ１袋 アルスロマチック関節手術用灌流液 バクスター 先発品 1,366.90
外用薬 3959700M1049 リゾチーム塩酸塩 ５％１ｇ リフラップ軟膏５％ 帝國製薬 先発品 38.90
外用薬 3959700S1048 リゾチーム塩酸塩 ５ｃｍ×５ｃｍ リフラップシート５％ 帝國製薬 先発品 177.80
外用薬 3959701M1035 ブロメライン ５０，０００単位１ｇ ※ ブロメライン軟膏５万単位／ｇ

（ジェイドルフ）
ジェイドルフ製薬 先発品 24.00

外用薬 4219700X1020 カルムスチン ７．７ｍｇ１枚 ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ エーザイ 先発品 156,442.60 H24.11.22収載
外用薬 4223700J2190 テガフール ７５０ｍｇ１個 フトラフール坐剤７５０ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 720.80
外用薬 4223701M1047 フルオロウラシル ５％１ｇ ５－ＦＵ軟膏５％協和 協和発酵キリン 先発品 360.60
外用薬 4234700M1038 ブレオマイシン硫酸塩 ５ｍｇ１ｇ ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ 日本化薬 先発品 1,570.80
外用薬 4300700G1082 キセノン（１３３Ｘｅ） １０ＭＢｑ ジーナイガス－Ｘｅ１３３ 富士フイルムＲＩ

ファーマ
後発品 165.10

外用薬 4300700G3026 キセノン（１３３Ｘｅ） ３７０ＭＢｑ１ガラス
筒

キセノン－１３３ＶＳＳガス 日本メジフィジッ
クス

先発品 29,451.20

外用薬 6113700M1023 バンコマイシン塩酸塩 １％１ｇ バンコマイシン眼軟膏１％ 東亜薬品 先発品 4,991.90
外用薬 6119700M1035 ムピロシンカルシウム水

和物
２％１ｇ 局 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ グラクソ・スミス

クライン
先発品 568.40 H24.10.1局方

品
外用薬 6123700G1026 トブラマイシン ３００ｍｇ５ｍＬ１管 トービイ吸入液３００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 8,633.80 H24.11.22収載

外用薬 6132700J1022 セフチゾキシムナトリウ １２５ｍｇ１個 エポセリン坐剤１２５ 長生堂製薬 先発品 239.70
外用薬 6132700J2029 セフチゾキシムナトリウ ２５０ｍｇ１個 エポセリン坐剤２５０ 長生堂製薬 先発品 325.50
外用薬 6219700J1034 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１個 サラゾピリン坐剤５００ｍｇ ファイザー 先発品 120.80
外用薬 6250700M1049 ビダラビン ３％１ｇ シオスナール軟膏３％ 東和薬品 後発品 142.80
外用薬 6250700M1120 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 小林化工 後発品 119.60
外用薬 6250700M1138 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「タイヨー」 テバ製薬 後発品 119.60
外用薬 6250700M1146 ビダラビン ３％１ｇ ホスラビン軟膏３％ 岩城製薬 後発品 132.20 H26.3.31まで
外用薬 6250700M1154 ビダラビン ３％１ｇ アラエビン軟膏３％ ポーラファルマ 後発品 132.20
外用薬 6250700M1162 ビダラビン ３％１ｇ ビフビン軟膏３％ 富士製薬工業 後発品 132.20 H26.3.31まで
外用薬 6250700M1170 ビダラビン ３％１ｇ アラーゼ軟膏３％ 沢井製薬 後発品 142.80
外用薬 6250700M1189 ビダラビン ３％１ｇ アラセナ－Ａ軟膏３％ 持田製薬 先発品 ○ 334.40
外用薬 6250700M1197 ビダラビン ３％１ｇ シルベラン軟膏３％ 前田薬品工業 後発品 103.40
外用薬 6250700M1200 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＪＧ」 シオノケミカル 後発品 103.40
外用薬 6250700M1219 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 132.20 H25.6.21収載
外用薬 6250700M1227 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「イワキ」 岩城製薬 後発品 132.20 H25.6.21収載
外用薬 6250700N1036 ビダラビン ３％１ｇ アラセナ－Ａクリーム３％ 持田製薬 先発品 ○ 334.40
外用薬 6250700N1044 ビダラビン ３％１ｇ カサールクリーム３％ 資生堂 後発品 113.50
外用薬 6250701M1027 アシクロビル ５％１ｇ ゾビラックス軟膏５％ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 346.10

外用薬 6250701M1035 アシクロビル ５％１ｇ ベルクスロン軟膏５％ 東和薬品 後発品 161.50 H26.3.31まで
外用薬 6250701M1043 アシクロビル ５％１ｇ ビゾクロス軟膏５％ 大正薬品工業 後発品 145.90 H26.3.31まで
外用薬 6250701M1051 アシクロビル ５％１ｇ エアーナース軟膏５％ 東光薬品工業 後発品 161.50
外用薬 6250701M1060 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「テバ」 大正薬品工業 後発品 145.90 H25.6.21収載
外用薬 6250701M1078 アシクロビル ５％１ｇ 局 アシクロビル軟膏５％「トーワ」 東和薬品 後発品 161.50 H25.12.13収載
外用薬 6250701N1022 アシクロビル ５％１ｇ ビルヘキサルクリーム５％ サンド 後発品 161.50
外用薬 6250701N1030 アシクロビル ５％１ｇ エアーナースクリーム５％ 東光薬品工業 後発品 161.50
外用薬 6250701N1049 アシクロビル ５％１ｇ ゾビラックスクリーム５％ グラクソ・スミス

クライン
先発品 ○ 346.10

外用薬 6250702G1028 ザナミビル水和物 ５ｍｇ１ブリスター リレンザ グラクソ・スミス
クライン

先発品 168.70

外用薬 6250703G1022 ラニナミビルオクタン酸
エステル水和物

２０ｍｇ１キット イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 第一三共 先発品 2,080.50

外用薬 6290700E1031 クロトリマゾール １０ｍｇ１錠 エンペシドトローチ１０ｍｇ バイエル薬品 先発品 353.70
外用薬 6290701N1028 イミキモド ５％２５０ｍｇ１包 ベセルナクリーム５％ 持田製薬 先発品 1,136.00
外用薬 6391700X3011 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日

本株）
４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） 9,455.80 H25.3.31まで

外用薬 6391700X3020 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日
本株）

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

イムノブラダー膀注用４０ｍｇ 日本ビーシージー
製造

先発品 9,455.80

外用薬 6391700X4018 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日
本株）

８０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） 18,089.00 H25.3.31まで

外用薬 6391700X4026 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日
本株）

８０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 日本ビーシージー
製造

先発品 18,089.00

外用薬 6391701X1013 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（コ
ンノート株）

８１ｍｇ１瓶（溶解液
付）

乾燥ＢＣＧ膀胱内用（コンノート
株）

18,158.10 H25.3.31まで

外用薬 6391701X1030 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（コ
ンノート株）

８１ｍｇ１瓶（溶解液
付）

イムシスト膀注用８１ｍｇ サノフィ 先発品 18,158.10

外用薬 7113700X1016 タルク １０ｇ 局 タルク 8.00
外用薬 7113700X1067 タルク １０ｇ 局 タルク「ケンエー」 健栄製薬 8.60
外用薬 7113700X1180 タルク １０ｇ 局 ※ タルク（山善） 山善製薬 8.60
外用薬 7119700L1018 アラビアゴム １０ｇ 局 アラビアゴム末 39.20
外用薬 7119700X1010 アラビアゴム １０ｇ 局 アラビアゴム 26.60
外用薬 7119701X1014 カオリン １０ｇ 局 カオリン 11.40
外用薬 7119702X1019 コレステロール １ｇ 局 コレステロール 23.30
外用薬 7121700X1018 白色軟膏 １０ｇ 局 白色軟膏 21.20
外用薬 7121701X1012 黄色ワセリン １０ｇ 局 黄色ワセリン 8.60
外用薬 7121701X1039 黄色ワセリン １０ｇ 局 ※ 黄色ワセリン（小堺） 小堺製薬 11.30
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外用薬 7121701X1047 黄色ワセリン １０ｇ 局 ※ 黄色ワセリン（三恵） 三恵薬品 11.30
外用薬 7121701X1098 黄色ワセリン １０ｇ 局 ※ 黄色ワセリン（日興製薬） 日興製薬 14.70
外用薬 7121701X1187 黄色ワセリン １０ｇ 局 ※ 黄色ワセリン（マイラン） マイラン製薬 11.30
外用薬 7121702X1017 親水ワセリン １０ｇ 局 親水ワセリン 21.50
外用薬 7121703X1011 白色ワセリン １０ｇ 局 白色ワセリン      9.20
外用薬 7121703X1070 白色ワセリン １０ｇ 局 白色ワセリン「ＯＲＹ」 日医工 13.50 H26.3.31まで
外用薬 7121703X1089 白色ワセリン １０ｇ 局 白色ワセリン「ケンエー」 健栄製薬 15.30
外用薬 7121703X1100 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（小堺） 小堺製薬 13.50
外用薬 7121703X1119 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（三恵） 三恵薬品 15.30
外用薬 7121703X1127 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（昭和製薬） 昭和製薬 11.00
外用薬 7121703X1135 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（シオエ） シオエ製薬 15.30
外用薬 7121703X1178 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（東豊） 東豊薬品 15.30
外用薬 7121703X1186 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（東洋製化） 東洋製薬化成 15.30
外用薬 7121703X1194 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（東海製薬） 東海製薬 13.50
外用薬 7121703X1216 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（日興製薬） 日興製薬 14.10
外用薬 7121703X1224 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（フヂミ） フヂミ製薬所 13.50
外用薬 7121703X1283 白色ワセリン １０ｇ 局 ハクワセホワイト 山田製薬 14.10 H26.3.31まで
外用薬 7121703X1291 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（山善） 山善製薬 13.50
外用薬 7121703X1330 白色ワセリン １０ｇ 局 プロペト 丸石製薬 15.80
外用薬 7121703X1364 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（マイラン） マイラン製薬 13.50
外用薬 7121703X1372 白色ワセリン １０ｇ 局 ※ 白色ワセリン（大和薬品） 大和薬品工業 11.00
外用薬 7121703X1380 白色ワセリン １０ｇ 局 白色ワセリン「ヤクハン」 ヤクハン製薬 14.10
外用薬 7121703X1399 白色ワセリン １０ｇ 局 白色ワセリン「ヨシダ」 吉田製薬 15.80
外用薬 7121703X1402 白色ワセリン １０ｇ 局 白色ワセリン「日医工」 日医工 13.50 H25.12.13収載
外用薬 7121704X1016 オリブ油 １０ｍＬ 局 オリブ油 16.40
外用薬 7121704X1075 オリブ油 １０ｍＬ 局 オリブ油「ＯＲＹ」 日医工 21.30 H26.3.31まで
外用薬 7121704X1091 オリブ油 １０ｍＬ 局 オリブ油「ケンエー」 健栄製薬 26.70
外用薬 7121704X1121 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（三恵） 三恵薬品 21.30
外用薬 7121704X1148 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（シオエ） シオエ製薬 23.60
外用薬 7121704X1156 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（純生） 純生薬品工業 21.30 H25.3.31まで
外用薬 7121704X1172 オリブ油 １０ｍＬ 局 オリブ油「タイセイ」 大成薬品工業 17.80
外用薬 7121704X1202 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（東豊） 東豊薬品 23.60
外用薬 7121704X1210 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（東洋製化） 東洋製薬化成 26.70 H25.3.31まで
外用薬 7121704X1253 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（日興製薬） 日興製薬 22.70
外用薬 7121704X1300 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（丸石） 丸石製薬 23.60
外用薬 7121704X1334 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（山田） 山田製薬 21.30 H26.3.31まで
外用薬 7121704X1342 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（山善） 山善製薬 17.80
外用薬 7121704X1350 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（ヤクハン） ヤクハン製薬 23.20
外用薬 7121704X1385 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※ オリブ油（フヂミ） フヂミ製薬所 21.30
外用薬 7121704X1407 オリブ油 １０ｍＬ 局 オリブ油「ヨシダ」 吉田製薬 25.80
外用薬 7121704X1415 オリブ油 １０ｍＬ 局 オリブ油「日医工」 日医工 21.30 H25.12.13収載
外用薬 7121705X1010 カカオ脂 １０ｇ 局 カカオ脂 91.70
外用薬 7121706X1015 ゴマ油 １０ｍＬ 局 ゴマ油 26.70
外用薬 7121706X1066 ゴマ油 １０ｍＬ 局 ※ ゴマ油（日興製薬） 日興製薬 28.30
外用薬 7121706X1074 ゴマ油 １０ｍＬ 局 ※ ゴマ油（フヂミ） フヂミ製薬所 28.30
外用薬 7121707X1010 サラシミツロウ １０ｇ 局 サラシミツロウ 41.70
外用薬 7121707X1044 サラシミツロウ １０ｇ 局 ※ サラシミツロウ（東豊） 東豊薬品 50.50
外用薬 7121707X1052 サラシミツロウ １０ｇ 局 サラシミツロウ「ホエイ」 マイラン製薬 45.60
外用薬 7121708X1014 ダイズ油 １０ｍＬ 局 ダイズ油 17.30
外用薬 7121708X1081 ダイズ油 １０ｍＬ 局 ※ ダイズ油（丸石） 丸石製薬 19.80 H26.3.31まで
外用薬 7121709X1019 単軟膏 １０ｇ 局 単軟膏 27.00
外用薬 7121709X1116 単軟膏 １０ｇ 局 単軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 28.30
外用薬 7121710X1011 ツバキ油 １０ｍＬ 局 ツバキ油 301.80
外用薬 7121711X1016 ミツロウ １０ｇ 局 ミツロウ 44.70
外用薬 7121712X1010 ラッカセイ油 １０ｍＬ 局 ラッカセイ油 15.80
外用薬 7121713X1015 牛脂 １０ｇ 局 牛脂 11.30
外用薬 7121714X1010 セタノール １０ｇ 局 セタノール 131.20
外用薬 7121715X1014 豚脂 １０ｇ 局 豚脂 13.30
外用薬 7121716X1019 パラフィン １０ｇ 局 パラフィン 8.40
外用薬 7121717X1013 ステアリン酸 １０ｇ 局 ステアリン酸 37.00
外用薬 7121718X1018 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン 9.30
外用薬 7121718X1042 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン．ＯＩ 日医工 9.60 H25.3.31まで
外用薬 7121718X1050 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「ケンエー」 健栄製薬 9.60
外用薬 7121718X1107 流動パラフィン １０ｍＬ 局 ※ 流動パラフィン（東海製薬） 東海製薬 9.60
外用薬 7121718X1131 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィンＦＭ フヂミ製薬所 9.60
外用薬 7121718X1140 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「マルイシ」 丸石製薬 9.60
外用薬 7121718X1174 流動パラフィン １０ｍＬ 局 ※ 流動パラフィン（山善） 山善製薬 11.20
外用薬 7121718X1182 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「ヤクハン」 ヤクハン製薬 10.40
外用薬 7121718X1204 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「ニッコー」 日興製薬 9.60
外用薬 7121718X1212 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「ヨシダ」 吉田製薬 10.40
外用薬 7121718X1220 流動パラフィン １０ｍＬ 局 「純生」流パラ 純生薬品工業 10.40 H25.3.31まで
外用薬 7121718X1255 流動パラフィン １０ｍＬ 局 流動パラフィン「ＮｉｋＰ」 日医工 9.60 H24.6.1収載
外用薬 7122700X1015 ラウリル硫酸ナトリウム １０ｇ 局 ラウリル硫酸ナトリウム 28.40
外用薬 7122701X1010 加水ラノリン １０ｇ 局 加水ラノリン 15.70
外用薬 7122702X1014 精製ラノリン １０ｇ 局 精製ラノリン 21.30
外用薬 7122703X1019 吸水クリーム １０ｇ 局 吸水クリーム 19.20 H24.10.1局方
外用薬 7122703X1035 吸水クリーム １０ｇ 局 ※ 吸水軟膏（東豊） 東豊薬品 20.10
外用薬 7122703X1051 吸水クリーム １０ｇ 局 吸水軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 20.10
外用薬 7122704X1013 親水クリーム １０ｇ 局 親水クリーム 12.10 H24.10.1局方
外用薬 7122704X1064 親水クリーム １０ｇ 局 ※ 親水軟膏（シオエ） シオエ製薬 24.60
外用薬 7122704X1080 親水クリーム １０ｇ 局 ※ 親水軟膏（東豊） 東豊薬品 23.50
外用薬 7122704X1102 親水クリーム １０ｇ 局 ※ 親水軟膏（日興製薬） 日興製薬 23.50
外用薬 7122704X1129 親水クリーム １０ｇ 局 親水軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 24.60
外用薬 7122704X1161 親水クリーム １０ｇ 局 ※ 親水軟膏（山田） 山田製薬 23.50 H25.3.31まで
外用薬 7122704X1188 親水クリーム １０ｇ 局 ※ 親水軟膏（小堺） 小堺製薬 19.30
外用薬 7122704X1218 親水クリーム １０ｇ 局 ※ 親水軟膏（ＪＧ） 日本ジェネリック 23.50
外用薬 7122704X1226 親水クリーム １０ｇ 局 親水軟膏「ヨシダ」 吉田製薬 24.60
外用薬 7123700M1016 マクロゴール １０ｇ 局 マクロゴール軟膏 23.70
外用薬 7123700M1040 マクロゴール １０ｇ 局 ※ マクロゴール軟膏（東豊） 東豊薬品 27.30
外用薬 7123700M1059 マクロゴール １０ｇ 局 ※ マクロゴール軟膏（日興製薬） 日興製薬 25.30
外用薬 7123700M1113 マクロゴール １０ｇ 局 ソルベース 明治薬品 27.30
外用薬 7123700M1130 マクロゴール １０ｇ 局 マクロゴール軟膏「ヨシダ」 吉田製薬 27.30
外用薬 7123701X1017 マクロゴール４００ １０ｍＬ 局 マクロゴール４００ 18.00
外用薬 7123702X1011 マクロゴール１５００ １０ｇ 局 マクロゴール１５００ 17.40
外用薬 7123702X1020 マクロゴール１５００ １０ｇ 局 ※ マクロゴール１５００（小堺） 小堺製薬 19.00
外用薬 7123702X1054 マクロゴール１５００ １０ｇ 局 ※ マクロゴール１５００（日興製薬） 日興製薬 19.00
外用薬 7123703X1016 マクロゴール４０００ １０ｇ 局 マクロゴール４０００ 14.40
外用薬 7123703X1032 マクロゴール４０００ １０ｇ 局 ※ マクロゴール４０００（東豊） 東豊薬品 19.50
外用薬 7123703X1040 マクロゴール４０００ １０ｇ 局 ※ マクロゴール４０００（日興製薬） 日興製薬 20.40
外用薬 7123703X1067 マクロゴール４０００ １０ｇ 局 ※ マクロゴール４０００（丸石） 丸石製薬 23.30
外用薬 7123704X1010 マクロゴール６０００ １０ｇ 局 マクロゴール６０００ 21.80
外用薬 7129700X1016 ベントナイト １００ｇ 局 ベントナイト 17.00
外用薬 7129801X1027 ポリエチレン樹脂・流動

パラフィン
１０ｇ プラスチベース 大正製薬 47.30

外用薬 7131700X1014 滅菌精製水（容器入り） １０ｍＬ 局 滅菌精製水（容器入り） 3.20 H24.10.1局方
外用薬 7131700X1049 滅菌精製水（容器入り） １０ｍＬ 局 滅菌精製水「ケンエー」 健栄製薬 3.80
外用薬 7131700X1057 滅菌精製水（容器入り） １０ｍＬ 局 ※ 滅菌精製水（日興製薬） 日興製薬 3.80
外用薬 7131700X1081 滅菌精製水（容器入り） １０ｍＬ 局 ※ 滅菌精製水（ヤクハン） ヤクハン製薬 3.60
外用薬 7131700X1111 滅菌精製水（容器入り） １０ｍＬ 局 ※ 滅菌精製水（大成薬品） 大成薬品工業 3.60
外用薬 7131700X1146 滅菌精製水（容器入り） １０ｍＬ 局 ※ 滅菌精製水（シオエ） シオエ製薬 3.60
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外用薬 7131700X1154 滅菌精製水（容器入り） １０ｍＬ 局 滅菌精製水「ヨシダ」 吉田製薬 4.10
外用薬 7134700X1016 エーテル １０ｍＬ 局 エーテル 28.40
外用薬 7139700X1012 プロピレングリコール １０ｍＬ 局 プロピレングリコール 10.40
外用薬 7139700X1047 プロピレングリコール １０ｍＬ 局 ※ プロピレングリコール（丸石） 丸石製薬 11.10
外用薬 7139701X1017 アセトン １０ｇ アセトン 8.70 H25.3.31まで
外用薬 7139703X1016 石油ベンジン １０ｍＬ 局 石油ベンジン 7.70
外用薬 7139703X1024 石油ベンジン １０ｍＬ 局 ※ 石油ベンジン（金田直） 金田直隆商店 9.00
外用薬 7149700X1019 ユーカリ油 １ｍＬ 局 ユーカリ油 8.30
外用薬 7149701X1013 ラベンダー油 １ｍＬ ラベンダー油 20.60 H26.3.31まで
外用薬 7149703X1012 ローズ油 １ｍＬ ローズ油 53.00
外用薬 7190700X1023 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＥ－７５ 丸石製薬 後発品 39.10
外用薬 7190700X1031 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＨ－１５ 丸石製薬 後発品 39.10
外用薬 7190700X1040 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＳ－５５ 丸石製薬 後発品 39.10
外用薬 7190701X1010 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム 5.00
外用薬 7190701X1036 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム「オーツカ」 大塚製薬工場 6.50
外用薬 7190701X1052 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム．ＯＩ 日医工 6.50 H25.3.31まで
外用薬 7190701X1079 塩化ナトリウム １０ｇ 局 ※ 塩化ナトリウム（東海製薬） 東海製薬 5.80
外用薬 7190701X1087 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム「トミタ」 富田製薬 6.70
外用薬 7190701X1095 塩化ナトリウム １０ｇ 局 ※ 塩化ナトリウム（山善） 山善製薬 6.00
外用薬 7190701X1109 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム「ヤクハン」 ヤクハン製薬 6.30
外用薬 7190701X1133 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム「イヌイ」 日本家庭用塩 6.30
外用薬 7190701X1168 塩化ナトリウム １０ｇ 局 塩化ナトリウム「日医工」 日医工 6.50 H24.6.1収載
外用薬 7190702X1014 塩酸 １０ｍＬ 局 塩酸 8.20
外用薬 7190702X1057 塩酸 １０ｍＬ 局 塩酸「司生堂」 司生堂製薬 11.10
外用薬 7190702X1090 塩酸 １０ｍＬ 局 ※ 塩酸（山善） 山善製薬 11.80
外用薬 7190703X1019 酢酸ナトリウム水和物 １０ｇ 局 酢酸ナトリウム水和物 9.50
外用薬 7190704X1013 チオ硫酸ナトリウム水和 １０ｇ 局 チオ硫酸ナトリウム水和物 11.20
外用薬 7212701K1020 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ バロジェクトゾル１００ 堀井薬品工業 後発品 15.30
外用薬 7212701K2026 硫酸バリウム ６０％２００ｍＬ１個 バリエネマ 日医工 後発品 1,007.30
外用薬 7212701K3022 硫酸バリウム ６０％３００ｍＬ１個 バリエネマ３００ 日医工 後発品 1,488.60
外用薬 7212701K4029 硫酸バリウム ３０％４００ｍＬ１個 バリエネマＬＣ 日医工 後発品 1,051.00
外用薬 7212701K5025 硫酸バリウム ７５％３００ｍＬ１個 バリエネマＨＤ７５％ 日医工 後発品 1,843.50
外用薬 7212701W1021 硫酸バリウム ９８．１％１０ｇ エネマスター注腸散 伏見製薬所 後発品 14.80
外用薬 7290700X1029 ハウスダストアレルゲン １枚 アレルゲンディスク「トリイ」ハウ

スダスト
鳥居薬品 先発品 72.30

外用薬 7290701X1023 ブタクサアレルゲン １枚 アレルゲンディスク「トリイ」ブタ
クサ花粉

鳥居薬品 先発品 69.80

外用薬 7290703T1039 フルオレセイン １枚 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍ 昭和薬品化工 後発品 14.60
外用薬 7290704G1035 キセノンガス（非放射 ８Ｌ１容器 ゼノンコールド 安西メディカル 先発品 27,893.30
外用薬 7290706T1024 パッチテスト用塩類 １ｍＬ又は１ｇ パッチテスト試薬 鳥居薬品 先発品 807.60
外用薬 7290707T1029 塩化コバルト １枚 パッチテストテープ「塩化コバル

ト」１６μｇ
佐藤製薬 先発品 701.60

外用薬 7290707T1037 重クロム酸カリウム １枚 パッチテストテープ「重クロム酸カ
リウム」１９μｇ

佐藤製薬 先発品 701.60

外用薬 7290707T1045 チメロサール １枚 パッチテストテープ「チメロサー
ル」６．５μｇ

佐藤製薬 先発品 701.60

外用薬 7290707T1053 Ｎ－ヒドロキシメチルス
クシンイミド

１枚 パッチテストテープ「ホルムアルデ
ヒド」１５０μｇ

佐藤製薬 先発品 701.60

外用薬 7290707T1061 メルカプトベンゾチア
ゾール

１枚 パッチテストテープ「メルカプトベ
ンゾチアゾール」６１μｇ

佐藤製薬 先発品 701.60

外用薬 7290707T1070 硫酸ニッケル １枚 パッチテストテープ「硫酸ニッケ
ル」１６０μｇ

佐藤製薬 先発品 701.60

外用薬 7311700X1012 パラオキシ安息香酸エチ １ｇ 局 パラオキシ安息香酸エチル 10.20
外用薬 7311701X1017 パラオキシ安息香酸ブチ １ｇ 局 パラオキシ安息香酸ブチル 10.20
外用薬 7311702X1011 パラオキシ安息香酸プロ

ピル
１ｇ 局 パラオキシ安息香酸プロピル 19.70

外用薬 7319700Q1024 安息香 １０ｍＬ ※ 安息香チンキ（東洋製薬） 東洋製薬化成 21.60
外用薬 7319700Q1032 安息香 １０ｍＬ ※ アンソッコウチンキ（小堺） 小堺製薬 後発品 21.60
外用薬 7319700Q1040 安息香 １０ｍＬ ※ 安息香チンキ（司生堂） 司生堂製薬 後発品 21.60
外用薬 7451700X1013 カンテン １ｇ 局 カンテン 10.80
外用薬 7990700Q1022 シアノアクリレート ０．５ｇ１管 アロンアルフアＡ「三共」 東亜合成 167.80
外用薬 7990701X1021 ゼラチンフィルム １０ｃｍ×１２．５ｃ

ｍ１枚
ゼルフィルム ファイザー 8,030.10

外用薬 7990702X1026 ゼラチンフィルム ２．５ｃｍ×５ｃｍ１ 眼科用ゼルフィルム ファイザー 594.90
外用薬 7990707X5032 フィブリノゲン加第ⅩⅢ

因子
０．５ｍＬ２キット１
組

ベリプラストＰ　コンビセット　組
織接着用

ＣＳＬベーリング 先発品 10,000.30

外用薬 7990707X6039 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

１ｍＬ２キット１組 ベリプラストＰ　コンビセット　組
織接着用

ＣＳＬベーリング 先発品 14,670.40

外用薬 7990707X7035 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

３ｍＬ２キット１組 ベリプラストＰ　コンビセット　組
織接着用

ＣＳＬベーリング 先発品 41,509.40

外用薬 7990707X8031 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

５ｍＬ２キット１組 ベリプラストＰ　コンビセット　組
織接着用

ＣＳＬベーリング 先発品 68,234.30

外用薬 7990710X1039 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

０．５ｍＬ４瓶１組 ボルヒール組織接着用 化学及血清療法研
究所

先発品 8,049.00

外用薬 7990710X2035 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

１ｍＬ４瓶１組 ボルヒール組織接着用 化学及血清療法研
究所

先発品 14,270.90

外用薬 7990710X3031 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

２ｍＬ４瓶１組 ボルヒール組織接着用 化学及血清療法研
究所

先発品 26,230.50

外用薬 7990710X4038 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

３ｍＬ４瓶１組 ボルヒール組織接着用 化学及血清療法研
究所

先発品 39,529.30

外用薬 7990710X5034 フィブリノゲン加第ⅩⅢ
因子

５ｍＬ４瓶１組 ボルヒール組織接着用 化学及血清療法研
究所

先発品 66,218.10

外用薬 7990711X1033 フィブリノゲン配合剤 ９．５ｃｍ×４．８ｃ
ｍ１枚

タココンブ組織接着用シート ＣＳＬベーリング 先発品 59,121.00 H25.3.31まで

外用薬 7990711X2030 フィブリノゲン配合剤 ３．０ｃｍ×２．５ｃ
ｍ１枚

タココンブ組織接着用シート ＣＳＬベーリング 先発品 15,772.50 H25.3.31まで

外用薬 7990711X3036 フィブリノゲン配合剤 ４．８ｃｍ×４．８ｃ
ｍ１枚

タココンブ組織接着用シート ＣＳＬベーリング 先発品 31,805.10 H25.3.31まで

外用薬 7990712S1022 ニコチン （１７．５ｍｇ）１０
ｃ㎡１枚

ニコチネルＴＴＳ１０ ノバルティス
ファーマ

先発品 343.60

外用薬 7990712S2029 ニコチン （３５ｍｇ）２０ｃ㎡
１枚

ニコチネルＴＴＳ２０ ノバルティス
ファーマ

先発品 361.70

外用薬 7990712S3025 ニコチン （５２．５ｍｇ）３０
ｃ㎡１枚

ニコチネルＴＴＳ３０ ノバルティス
ファーマ

先発品 387.70

外用薬 7990713X1024 フィブリノゲン配合剤 ３．０ｃｍ×２．５ｃ
ｍ１枚

タコシール組織接着用シート ＣＳＬベーリング 先発品 11,190.50

外用薬 7990713X2020 フィブリノゲン配合剤 ４．８ｃｍ×４．８ｃ
ｍ１枚

タコシール組織接着用シート ＣＳＬベーリング 先発品 31,805.10

外用薬 7990713X3027 フィブリノゲン配合剤 ９．５ｃｍ×４．８ｃ
ｍ１枚

タコシール組織接着用シート ＣＳＬベーリング 先発品 59,121.00

外用薬 8114700J1023 モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ１個 麻 アンペック坐剤１０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 317.70
外用薬 8114700J2020 モルヒネ塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１個 麻 アンペック坐剤２０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 600.20
外用薬 8114700J3026 モルヒネ塩酸塩水和物 ３０ｍｇ１個 麻 アンペック坐剤３０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 860.10
外用薬 8121700X1012 コカイン塩酸塩 １ｇ 局 麻 コカイン塩酸塩 4,410.50
外用薬 8219700S5026 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 1,926.20
外用薬 8219700S5034 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ２．１ｍ

ｇ「ＨＭＴ」
久光製薬 後発品 1,260.80 H24.6.22収載

外用薬 8219700S5042 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ２．１ｍ
ｇ「明治」

祐徳薬品工業 後発品 1,260.80 H25.6.21収載

外用薬 8219700S5050 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ２．１ｍ
ｇ「テルモ」

帝國製薬 後発品 1,260.80 H25.12.13収載

外用薬 8219700S6022 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻 デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 3,467.80
外用薬 8219700S6030 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ４．２ｍ

ｇ「ＨＭＴ」
久光製薬 後発品 2,338.50 H24.6.22収載

外用薬 8219700S6049 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ４．２ｍ
ｇ「明治」

祐徳薬品工業 後発品 2,338.50 H25.6.21収載

外用薬 8219700S6057 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ４．２ｍ
ｇ「テルモ」

帝國製薬 後発品 2,338.50 H25.12.13収載
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外用薬 8219700S7029 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻 デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 6,538.90
外用薬 8219700S7037 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ８．４ｍ

ｇ「ＨＭＴ」
久光製薬 後発品 4,337.40 H24.6.22収載

外用薬 8219700S7045 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ８．４ｍ
ｇ「明治」

祐徳薬品工業 後発品 4,337.40 H25.6.21収載

外用薬 8219700S7053 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ８．４ｍ
ｇ「テルモ」

帝國製薬 後発品 4,337.40 H25.12.13収載

外用薬 8219700S8025 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻 デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 9,356.60
外用薬 8219700S8033 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１２．６

ｍｇ「ＨＭＴ」
久光製薬 後発品 6,225.40 H24.6.22収載

外用薬 8219700S8041 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１２．６
ｍｇ「明治」

祐徳薬品工業 後発品 6,225.40 H25.6.21収載

外用薬 8219700S8050 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１２．６
ｍｇ「テルモ」

帝國製薬 後発品 6,225.40 H25.12.13収載

外用薬 8219700S9021 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻 デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍ ヤンセンファーマ 先発品 ○ 12,047.70
外用薬 8219700S9030 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１６．８

ｍｇ「ＨＭＴ」
久光製薬 後発品 8,044.90 H24.6.22収載

外用薬 8219700S9048 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１６．８
ｍｇ「明治」

祐徳薬品工業 後発品 8,044.90 H25.6.21収載

外用薬 8219700S9056 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻 フェンタニル３日用テープ１６．８
ｍｇ「テルモ」

帝國製薬 後発品 8,044.90 H25.12.13収載

外用薬 8219700T1026 フェンタニル ０．８４ｍｇ１枚 麻 ワンデュロパッチ０．８４ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 564.60
外用薬 8219700T2022 フェンタニル １．７ｍｇ１枚 麻 ワンデュロパッチ１．７ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 1,063.60
外用薬 8219700T3029 フェンタニル ３．４ｍｇ１枚 麻 ワンデュロパッチ３．４ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 1,982.50
外用薬 8219700T4025 フェンタニル ５ｍｇ１枚 麻 ワンデュロパッチ５ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 2,803.30
外用薬 8219700T5021 フェンタニル ６．７ｍｇ１枚 麻 ワンデュロパッチ６．７ｍｇ ヤンセンファーマ 先発品 3,646.30
外用薬 8219701S1025 フェンタニルクエン酸塩 １ｍｇ１枚 麻 フェントステープ１ｍｇ 久光製薬 先発品 570.60
外用薬 8219701S2021 フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１枚 麻 フェントステープ２ｍｇ 久光製薬 先発品 1,063.60
外用薬 8219701S3028 フェンタニルクエン酸塩 ４ｍｇ１枚 麻 フェントステープ４ｍｇ 久光製薬 先発品 1,982.40
外用薬 8219701S4024 フェンタニルクエン酸塩 ６ｍｇ１枚 麻 フェントステープ６ｍｇ 久光製薬 先発品 2,853.60
外用薬 8219701S5020 フェンタニルクエン酸塩 ８ｍｇ１枚 麻 フェントステープ８ｍｇ 久光製薬 先発品 3,695.10
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