
区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
歯科用薬剤 2710803U1028 塩酸リドカイン・酒石酸

水素エピネフリン
１．８ｍＬ１管 オーラ注カートリッジ 昭和薬品化工 60 後発品

歯科用薬剤 2710803U1036 塩酸リドカイン・酒石酸
水素エピネフリン

１．８ｍＬ１管 デンタカインカートリッジ シオノケミカル 60 後発品

歯科用薬剤 2710803U2024 塩酸リドカイン・酒石酸
水素エピネフリン

１ｍＬ１管 オーラ注カートリッジ 昭和薬品化工 60 後発品

歯科用薬剤 2710805U1043 塩酸リドカイン・エピネ
フリン

１ｍＬ１管 リグノスパンＳカートリッジ 日本歯科薬品 64 後発品

歯科用薬剤 2710806U1021 塩酸リドカイン・エピネ
フリン

１．８ｍＬ１管 歯科用キシロカインカートリッジ デンツプライ三
金

76

歯科用薬剤 2710806U1030 塩酸リドカイン・エピネ
フリン

１．８ｍＬ１管 キシレステシンＡ注射液（カートリッジ） スリーエム　ヘ
ルスケア

61.7 後発品

歯科用薬剤 2710810U3020 塩酸メピバカイン ３％１．８ｍＬ１管 局 スキャンドネストカートリッジ３％ 日本歯科薬品 97
歯科用薬剤 2710813U1021 塩酸プロピトカイン・

フェリプレシン
１．８ｍＬ１管 歯科用シタネスト－オクタプレシン デンツプライ三

金
80.7

歯科用薬剤 2710816P1021 アミノ安息香酸エチル １ｇ ビーゾカイン・ゼリー 福地製薬 71.5 後発品
歯科用薬剤 2710816Q1027 アミノ安息香酸エチル １ｇ ハリケインゲル ダイト 72.5 後発品
歯科用薬剤 2710816Q1035 アミノ安息香酸エチル １ｇ ハリケインリキッド ダイト 82.3 後発品
歯科用薬剤 2710816Q1043 アミノ安息香酸エチル １ｇ ジンジカインゲル２０％ 白水貿易 63 後発品
歯科用薬剤 2710816Q1051 アミノ安息香酸エチル １ｇ ハリケインゲル歯科用２０％ ダイト 72.5 後発品
歯科用薬剤 2710816Q1060 アミノ安息香酸エチル １ｇ ハリケインリキッド歯科用２０％ ダイト 82.3 後発品
歯科用薬剤 2710817V1025 塩酸テトラカイン １枚 コーパロン 昭和薬品化工 12.7
歯科用薬剤 2710818V1020 アミノ安息香酸エチル・

塩酸パラブチルアミノ安
息香酸ジエチルアミノエ

１ｇ ネオザロカインパスタ ネオ製薬工業 112.5

歯科用薬剤 2710819M1029 アミノ安息香酸エチル・
塩酸ジブカイン配合剤

１ｇ プロネスパスタアロマ 日本歯科薬品 85.8

歯科用薬剤 2710820U1021 塩酸リドカイン・エピネ
フリン

１．８ｍＬ１管 リグノスパンカートリッジ 日本歯科薬品 60 後発品

歯科用薬剤 2710820U1030 塩酸リドカイン・エピネ
フリン

１．８ｍＬ１管 リグノスパンＳカートリッジ 日本歯科薬品 60 後発品

歯科用薬剤 2760801Q1022 クロラムフェニコール ５０ｍｇ１ｍＬ 歯科用クロラムフェニコール液「昭和」 昭和薬品化工 502.1
歯科用薬剤 2760802V1039 塩酸テトラサイクリン ３０ｍｇ１ｇ テトラサイクリンＣＭＣペイスト「昭和」 昭和薬品化工 222.3
歯科用薬剤 2760802V1047 塩酸テトラサイクリン ３０ｍｇ１ｇ テトラサイクリン塩酸塩パスタ３％「昭和」 昭和薬品化工 222.3
歯科用薬剤 2760803M1038 エピジヒドロコレステリ

ン・塩酸テトラサイクリ
１ｇ テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 日本歯科薬品 226.8

歯科用薬剤 2760804M1024 塩酸ミノサイクリン １０ｍｇ０．５ｇ１シ
リンジ

ペリオクリン歯科用軟膏 サンスター 655.2

歯科用薬剤 2760804M1032 塩酸ミノサイクリン １０ｍｇ０．５ｇ１シ
リンジ

ペリオフィール歯科用軟膏 昭和薬品化工 389.7 後発品

歯科用薬剤 2760804M1040 塩酸ミノサイクリン １０ｍｇ０．５ｇ１シ
リンジ

ペリオフィール歯科用軟膏２％ 昭和薬品化工 389.7 後発品

歯科用薬剤 2760806D1023 塩酸オキシテトラサイク
リン

５ｍｇ１個 オキシテトラコーン「昭和」 昭和薬品化工 16.6

歯科用薬剤 2760806D1031 塩酸オキシテトラサイク
リン

５ｍｇ１個 オキシテトラコーン歯科用挿入剤５ｍｇ 昭和薬品化工 16.6

歯科用薬剤 2760807S1027 硫酸フラジオマイシン・
酢酸ヒドロコルチゾン

１枚 歯科用フラジオマイシンセルデント 昭和薬品化工 113.3

歯科用薬剤 2760808B1021 硫酸フラジオマイシン ＦＲＭ２０ｍｇ１包 デンターグルＦ 昭和薬品化工 22.3
歯科用薬剤 2760808B1030 硫酸フラジオマイシン ＦＲＭ２０ｍｇ１包 デンターグル含嗽用散２０ｍｇ／包 昭和薬品化工 22.3
歯科用薬剤 2790810M1029 酢酸ヒドロコルチゾン・

ヒノキチオール配合剤
１ｇ ヒノポロン 昭和薬品化工 170.8

歯科用薬剤 2790810U1029 酢酸ヒドロコルチゾン・
ヒノキチオール配合剤

０．５ｇ１筒 ヒノポロンキット 昭和薬品化工 239.6

歯科用薬剤 2790811M1023 エピジヒドロコレステリ １０％１ｇ ヂヒドリン軟膏 ゼリア新薬工業 110.9
歯科用薬剤 2790811M1040 エピジヒドロコレステリ １０％１ｇ プレステロン「歯科用軟膏」 日本歯科薬品 110.9
歯科用薬剤 2790818V1020 酸化亜鉛・チョウジ油 散剤（液剤を含む）１

ｇ
サージカルパックＮ 昭和薬品化工 63.8 後発品

歯科用薬剤 2790820Q1024 塩化ベンゼトニウム １ｍＬ ネオステリングリーン 日本歯科薬品 5.5
歯科用薬剤 2790820Q1032 塩化ベンゼトニウム １ｍＬ ベンゼトニウム塩化物うがい液０．２％「Ｋ

ＹＳ」
協和新薬 5.1

歯科用薬剤 2790821P1023 塩化アルミニウム・セチ
ルピリジニウム配合剤

１ｇ 歯科用ＴＤゼット・ゼリー 東洋製薬化成 296.1

歯科用薬剤 2790821Q1029 塩化アルミニウム・セチ
ルピリジニウム配合剤

１ｍＬ 歯科用ＴＤゼット 東洋製薬化成 285.6


