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外用薬 1112700X1011 ハロタン １ｍＬ 局 ハロタン 54.10
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・ウォーター） エア・ウォーター 4.50
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
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
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
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
外用薬 1119701G1025 イソフルラン １ｍＬ 局 フォーレン アボットジャパン 71.50
外用薬 1119701G1050 イソフルラン １ｍＬ 局 エスカイン マイラン製薬 後発品 34.10
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
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 34.10
外用薬 1119701G1084 イソフルラン １ｍＬ 局 フォーレン吸入麻酔液 アボットジャパン 71.50
外用薬 1119702G1020 セボフルラン １ｍＬ セボフレン 丸石製薬 68.90
外用薬 1119702G1038 セボフルラン １ｍＬ セボネス バクスター 後発品 53.20
外用薬 1119702G1054 セボフルラン １ｍＬ セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 マイラン製薬 後発品 53.20
外用薬 1119702G1062 セボフルラン １ｍＬ セボフレン吸入麻酔液 丸石製薬 68.90
外用薬 1123700J1020 抱水クロラール ２５０ｍｇ１個 エスクレ坐剤「２５０」 久光製薬 40.30
外用薬 1123700J2027 抱水クロラール ５００ｍｇ１個 エスクレ坐剤「５００」 久光製薬 51.90
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 176.10
外用薬 1124700J1028 ブロマゼパム ３ｍｇ１個 セニラン坐剤３ サンド 113.30
外用薬 1124700J1036 ブロマゼパム ３ｍｇ１個 セニラン坐剤３ｍｇ サンド 113.30
外用薬 1124701J1022 ジアゼパム ４ｍｇ１個 ダイアップ坐剤４ 和光堂 63.10
外用薬 1124701J2029 ジアゼパム ６ｍｇ１個 ダイアップ坐剤６ 和光堂 72.20
外用薬 1124701J3025 ジアゼパム １０ｍｇ１個 ダイアップ坐剤１０ 和光堂 84.90
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 和光堂 34.80

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 40.50

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 和光堂 48.50

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 56.50

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 和光堂 59.30

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 71.60

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 和光堂 73.90

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 19.50
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 19.50
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５０ｍ

ｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 後発品 19.30

外用薬 1141700J1061 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 アニルーメ坐剤小児用５０ｍｇ 長生堂製薬 後発品 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） 後発品 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 19.50
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 20.10
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） 後発品 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 後発品 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 20.10
外用薬 1141700J2122 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アテネメン坐剤１００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 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 20.10
外用薬 1141700J2149 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤１００（ＴＹ

Ｋ）
大正薬品工業 後発品 19.30

外用薬 1141700J2157 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 アニルーメ坐剤小児用１００ｍｇ 長生堂製薬 後発品 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１００

ｍｇ「ＴＹＫ」
大正薬品工業 後発品 19.30

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 32.30
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 32.30
外用薬 1141700J3056 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アニルーメＳ坐剤２００ 長生堂製薬 後発品 19.30
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 21.30
外用薬 1141700J3102 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アテネメン坐剤２００ｍｇ 鶴原製薬 後発品 19.30
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 32.30
外用薬 1141700J3129 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤２００（ＴＹ

Ｋ）
大正薬品工業 後発品 19.30

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２００
ｍｇ「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 19.30

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 21.30
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 1145700J2075 インドメタシン ２５ｍｇ１個 局 インテバン坐剤２５ 大日本住友製薬 19.90
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 1145700J3101 インドメタシン ５０ｍｇ１個 局 インテバン坐剤５０ 大日本住友製薬 20.10
外用薬 1145700J3144 インドメタシン ５０ｍｇ１個 局 インドメタシン坐剤シオエ５０ シオエ製薬 19.60
外用薬 1147700J1022 ジクロフェナクナトリウ

ム
１２．５ｍｇ１個 アデフロニックズポ１２．５ 大洋薬品工業 後発品 19.30

外用薬 1147700J1030 ジクロフェナクナトリウ
ム

１２．５ｍｇ１個 アナバン坐剤１２．５ 富士化学工業 後発品 31.90
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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

49.30

外用薬 1147700J1073 ジクロフェナクナトリウ
ム

１２．５ｍｇ１個 フェニタレン坐剤１２．５ 長生堂製薬 後発品 19.30
外用薬 1147700J1081 ジクロフェナクナトリウ

ム
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
ム

１２．５ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤１２．５ 京都薬品工業 後発品 19.80
外用薬 1147700J1111 ジクロフェナクナトリウ

ム
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
ム

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

ム
１２．５ｍｇ１個 メリカット坐剤１２．５ 日医工ファーマ 後発品 19.80

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１２．
５ｍｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 19.30

外用薬 1147700J2029 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１個 アデフロニックズポ２５ 大洋薬品工業 後発品 19.30
外用薬 1147700J2037 ジクロフェナクナトリウ

ム
２５ｍｇ１個 アナバン坐剤２５ 富士化学工業 後発品 36.00

外用薬 1147700J2045 ジクロフェナクナトリウ
ム

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

ム
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

57.90

外用薬 1147700J2070 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１個 ボルマゲン坐剤２５ 大正薬品工業 後発品 19.60
外用薬 1147700J2088 ジクロフェナクナトリウ

ム
２５ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤２５ 京都薬品工業 後発品 27.90

外用薬 1147700J2096 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１個 メクロフェン坐剤２５ 日医工 後発品 21.30
外用薬 1147700J2126 ジクロフェナクナトリウ

ム
２５ｍｇ１個 フェニタレン坐剤２５ 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1147700J2169 ジクロフェナクナトリウ
ム

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

ム
２５ｍｇ１個 メリカット坐剤２５ 日医工ファーマ 後発品 20.10

外用薬 1147700J2193 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１個 ボルマゲン坐剤２５ｍｇ 大正薬品工業 後発品 19.60
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２５ｍ

ｇ「ＪＧ」
日本ジェネリック 後発品 19.30

外用薬 1147700J3033 ジクロフェナクナトリウ
ム

５０ｍｇ１個 アデフロニックズポ５０ 大洋薬品工業 後発品 19.30
外用薬 1147700J3041 ジクロフェナクナトリウ

ム
５０ｍｇ１個 アナバン坐剤５０ 富士化学工業 後発品 49.90

外用薬 1147700J3076 ジクロフェナクナトリウ
ム

５０ｍｇ１個 ボナフェック坐剤５０ 日新製薬（山形） 後発品 20.10
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
71.00

外用薬 1147700J3092 ジクロフェナクナトリウ
ム

５０ｍｇ１個 ボルマゲン坐剤５０ 大正薬品工業 後発品 21.70
外用薬 1147700J3106 ジクロフェナクナトリウ

ム
５０ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤５０ 京都薬品工業 後発品 32.60

外用薬 1147700J3114 ジクロフェナクナトリウ
ム

５０ｍｇ１個 メクロフェン坐剤５０ 日医工 後発品 22.70
外用薬 1147700J3149 ジクロフェナクナトリウ

ム
５０ｍｇ１個 フェニタレン坐剤５０ 長生堂製薬 後発品 19.30

外用薬 1147700J3181 ジクロフェナクナトリウ
ム

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

ム
５０ｍｇ１個 メリカット坐剤５０ 日医工ファーマ 後発品 24.50

外用薬 1147700J3211 ジクロフェナクナトリウ
ム

５０ｍｇ１個 ボラボミン坐剤５０ｍｇ 鶴原製薬 後発品 21.70
外用薬 1147700J3220 ジクロフェナクナトリウ

ム
５０ｍｇ１個 ボルマゲン坐剤５０ｍｇ 大正薬品工業 後発品 21.70

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５０ｍ
ｇ「ＪＧ」

日本ジェネリック 後発品 19.30

外用薬 1147700J4021 ジクロフェナクナトリウ
ム

２５ｍｇ１筒 レクトス２５ 日医工ファーマ 後発品 108.40
外用薬 1147700J4030 ジクロフェナクナトリウ

ム
２５ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏２５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 108.40

外用薬 1147700J5028 ジクロフェナクナトリウ
ム

５０ｍｇ１筒 レクトス５０ 日医工ファーマ 後発品 114.00
外用薬 1147700J5036 ジクロフェナクナトリウ

ム
５０ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 114.00

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 41.80
外用薬 1149700J1035 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 エパテック坐剤５０ 富士カプセル 41.80
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 27.80
外用薬 1149700J1078 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 オルサポス坐剤５０ 長生堂製薬 後発品 19.40
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 19.40

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 41.90
外用薬 1149700J2031 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 エパテック坐剤７５ 富士カプセル 48.70
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 29.00
外用薬 1149700J2074 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 オルサポス坐剤７５ 長生堂製薬 後発品 23.50
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 29.00
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 23.50

外用薬 1149701J1013 ピロキシカム ２０ｍｇ１個 ピロキシカム２０ｍｇ坐剤 後発品 26.00
外用薬 1149701J1030 ピロキシカム ２０ｍｇ１個 フェルデンサポジトリ ファイザー 149.70
外用薬 1149701J1102 ピロキシカム ２０ｍｇ１個 バキソ坐剤２０ｍｇ 富山化学工業 149.70
外用薬 1149701J1129 ピロキシカム ２０ｍｇ１個 ベリーズ坐剤２０ｍｇ 祐徳薬品工業 後発品 41.80
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 149.70
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 44.90
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 57.70
外用薬 1149703J1020 塩酸ブプレノルフィン ０．２ｍｇ１個 レペタン坐剤０．２ｍｇ 大塚製薬 181.60
外用薬 1149703J2027 塩酸ブプレノルフィン ０．４ｍｇ１個 レペタン坐剤０．４ｍｇ 大塚製薬 239.90
外用薬 1211700X1036 塩酸パラブチルアミノ安

息香酸ジエチルアミノエ
１ｇ テーカイン原末 ナガセ医薬品 268.40

外用薬 1211701X1014 塩酸プロカイン １ｇ 局 塩酸プロカイン 17.30
外用薬 1211701X1049 塩酸プロカイン １ｇ 局 塩酸プロカイン「ホエイ」 マイラン製薬 22.00
外用薬 1211701X1090 塩酸プロカイン 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 塩酸ジブカイン １ｇ 局 塩酸ジブカイン 374.60
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 8.30
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 5.30
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 19.70
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 24.40
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 37.40

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 47.70

外用薬 1311701Q1031 塩酸シクロペントラート １％１ｍＬ サイプレジン１％点眼液 参天製薬 88.10
外用薬 1311702Q1036 塩酸フェニレフリン ５％１ｍＬ ネオシネジンコーワ５％点眼液 興和 46.90
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外用薬 1311703X1019 臭化水素酸ホマトロピン １ｇ 局 臭化水素酸ホマトロピン 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 23.80
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 18.10
外用薬 1311706M1024 硫酸アトロピン １％１ｇ リュウアト１％眼軟膏 参天製薬 後発品 22.50
外用薬 1311706Q2022 硫酸アトロピン 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 97.40
外用薬 1311707Q1071 塩酸ジピベフリン ０．０４％１ｍＬ ピバレフリン点眼液０．０４％ 参天製薬 179.20
外用薬 1311707Q2060 塩酸ジピベフリン ０．１％１ｍＬ プロゲート０．１％ 日本点眼薬研究所 後発品 180.00
外用薬 1311707Q2078 塩酸ジピベフリン ０．１％１ｍＬ ピバレフリン点眼液０．１％ 参天製薬 269.60
外用薬 1312700X1012 塩酸ピロカルピン １ｇ 局 塩酸ピロカルピン 1,191.00
外用薬 1312700X1039 塩酸ピロカルピン １ｇ 局 「純生」塩ピロ 純生薬品工業 1,343.20
外用薬 1312700X1055 塩酸ピロカルピン １ｇ 局 塩酸ピロカルピン「ホエイ」 マイラン製薬 1,343.20
外用薬 1312701Q1039 塩酸ピロカルピン ０．５％５ｍＬ１瓶 サンピロ０．５％ 参天製薬 120.50
外用薬 1312701Q1063 塩酸ピロカルピン ０．５％５ｍＬ１瓶 サンピロ点眼液０．５％ 参天製薬 120.50
外用薬 1312701Q2043 塩酸ピロカルピン １％５ｍＬ１瓶 サンピロ１％ 参天製薬 134.30
外用薬 1312701Q2078 塩酸ピロカルピン 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 134.30
外用薬 1312701Q2086 塩酸ピロカルピン １％５ｍＬ１瓶 サンピロ点眼液１％ 参天製薬 134.30
外用薬 1312701Q3040 塩酸ピロカルピン ２％５ｍＬ１瓶 サンピロ２％ 参天製薬 162.20
外用薬 1312701Q3074 塩酸ピロカルピン 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 162.20
外用薬 1312701Q3082 塩酸ピロカルピン ２％５ｍＬ１瓶 サンピロ点眼液２％ 参天製薬 162.20
外用薬 1312701Q4020 塩酸ピロカルピン ３％５ｍＬ１瓶 サンピロ３％ 参天製薬 167.10
外用薬 1312701Q4046 塩酸ピロカルピン ３％５ｍＬ１瓶 サンピロ点眼液３％ 参天製薬 167.10
外用薬 1312701Q5034 塩酸ピロカルピン ４％５ｍＬ１瓶 サンピロ４％ 参天製薬 181.70
外用薬 1312701Q5050 塩酸ピロカルピン ４％５ｍＬ１瓶 サンピロ点眼液４％ 参天製薬 181.70
外用薬 1312704Q1024 臭化ジスチグミン ０．５％１ｍＬ ウブレチド点眼液０．５％ 鳥居薬品 169.60
外用薬 1312704Q2020 臭化ジスチグミン １％１ｍＬ ウブレチド点眼液１％ 鳥居薬品 266.40
外用薬 1313700Q2070 塩酸オキシブプロカイン ０．４％１ｍＬ ベノキシール点眼液０．４％ 参天製薬 10.60
外用薬 1313700Q2089 塩酸オキシブプロカイン 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 1313700Q3034 塩酸オキシブプロカイン ０．０５％５ｍＬ１瓶 ラクリミン点眼液０．０５％ 参天製薬 109.40
外用薬 1314700Q1012 硝酸銀 １％０．５ｍＬ１管 局 硝酸銀点眼液 18.20
外用薬 1314701X1011 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸 19.70
外用薬 1314701X1054 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸．ＯＩ 日医工ファーマ 22.60
外用薬 1314701X1070 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「ケンエー」 健栄製薬 22.60
外用薬 1314701X1097 ホウ酸 １０ｇ 局 ※ホウ酸（小堺） 小堺製薬 22.60
外用薬 1314701X1135 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸　シオエ シオエ製薬 22.10
外用薬 1314701X1151 ホウ酸 １０ｇ 局 ※ホウ酸（東海製薬） 東海製薬 20.30
外用薬 1314701X1178 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「メタル」 中北薬品 22.60
外用薬 1314701X1186 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「ホエイ」 マイラン製薬 22.60
外用薬 1314701X1224 ホウ酸 １０ｇ 局 ※ホウ酸（山善） 山善製薬 22.10
外用薬 1314701X1240 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「ヤクハン」 ヤクハン製薬 20.30
外用薬 1314701X1305 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸「ヨシダ」 吉田製薬 22.10
外用薬 1314701X1372 ホウ酸 １０ｇ 局 ホウ酸原末「マルイシ」 丸石製薬 22.10
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 71.10
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 56.10
外用薬 1315701Q1057 メタスルホ安息香酸デキ

サメタゾンナトリウム
０．０２％１ｍＬ 日点・ＤＭゾロン・２点眼液 日本点眼薬研究所 12.60

外用薬 1315701Q1073 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

０．０２％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０２％点眼液Ｔ 日東メディック 後発品 12.60

外用薬 1315701Q1081 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

０．０２％１ｍＬ サンテゾーン点眼液（０．０２％） 参天製薬 19.50

外用薬 1315701Q1090 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

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 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

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 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

０．０５％１ｍＬ ＤＭゾロン０．０５％点眼液 日本点眼薬研究所 19.90

外用薬 1315701Q2053 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

０．０５％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０５％点眼液Ｔ 日東メディック 後発品 19.90

外用薬 1315701Q2061 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

０．０５％１ｍＬ ビジュアリン点眼液０．０５％ 千寿製薬 後発品 34.90

外用薬 1315701Q3033 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

０．１％１ｍＬ サンテゾーン点眼液（０．１％） 参天製薬 47.60

外用薬 1315701Q3068 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

０．１％１ｍＬ 日点・ＤＭゾロン点眼液 日本点眼薬研究所 20.70

外用薬 1315701Q3076 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

０．１％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％点眼液Ｔ 日東メディック 後発品 19.40

外用薬 1315701Q3084 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

０．１％１ｍＬ コンドロンデキサ点眼・点耳・点鼻液
０．１％

科研製薬 61.80

外用薬 1315701Q3092 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

０．１％１ｍＬ ＤＭゾロン点眼液０．１％「日点」 日本点眼薬研究所 20.70

外用薬 1315701Q4048 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

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 42.00

外用薬 1315702Q1051 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

０．１％１ｍＬ オルガドロン点眼・点耳・点鼻液０．
１％

シェリング・プラ
ウ

42.80

外用薬 1315702Q1060 リン酸デキサメタゾンナ
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 20.10

外用薬 1315703Q1056 酢酸ヒドロコルチゾン 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 20.80
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Ｔ 日東メディック 後発品 17.10
外用薬 1315704Q1107 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルオロメトロン点眼液０．０２％

「テイカ」
テイカ製薬 後発品 21.40

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 45.80
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 17.30
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 22.30
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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 22.80
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 24.30
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 22.50
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 24.30
外用薬 1315704Q3118 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン点眼液０．１％「テ

イカ」
テイカ製薬 後発品 26.90

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 73.70
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 26.90
外用薬 1315705M1037 酢酸プレドニゾロン ０．２５％１ｇ プレドニン眼軟膏 塩野義製薬 54.90
外用薬 1315705M1045 酢酸プレドニゾロン 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 45.00

外用薬 1315706Q1025 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

０．０１％１ｍＬ リンデロン点眼液０．０１％ 塩野義製薬 47.60

外用薬 1315706Q2064 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

０．１％１ｍＬ リンベタＰＦ液０．１％ 日本点眼薬研究所 後発品 27.30

外用薬 1315706Q2072 リン酸ベタメタゾンナト
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 27.30

外用薬 1315706Q2080 リン酸ベタメタゾンナト
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 26.10

外用薬 1315706Q2099 リン酸ベタメタゾンナト
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 27.30

外用薬 1315706Q2102 リン酸ベタメタゾンナト
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 76.60

外用薬 1315706Q2110 リン酸ベタメタゾンナト
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 27.30

外用薬 1315707Q1038 酢酸プレドニゾロン ０．１％１ｍＬ ＰＳゾロン点眼液０．１１％「日点」 日本点眼薬研究所 20.20
外用薬 1316700Q1050 硝酸ナファゾリン 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 硫酸ゲンタマイシン ３ｍｇ１ｍＬ リフタマイシン点眼液０．３％ わかもと製薬 後発品 18.30
外用薬 1317706Q1097 硫酸ゲンタマイシン ３ｍｇ１ｍＬ 局 ゲンタロール点眼液０．３％ 日本点眼薬研究所 後発品 19.00
外用薬 1317706Q1100 硫酸ゲンタマイシン 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 46.10
外用薬 1317709Q1031 硫酸ミクロノマイシン ３ｍｇ１ｍＬ サンテマイシン点眼液０．３％ 参天製薬 50.90
外用薬 1317710Q1034 硫酸ジベカシン ３ｍｇ１ｍＬ パニマイシン点眼液０．３％ 明治製菓 42.20
外用薬 1317712M1023 ピマリシン １０ｍｇ１ｇ ピマリシン１％眼軟膏「センジュ」 千寿製薬 615.30
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 615.30
外用薬 1317712Q1025 ピマリシン ５０ｍｇ１ｍＬ ピマリシン５％点眼液「センジュ」 千寿製薬 649.40
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 649.40
外用薬 1317713Q1038 塩酸セフメノキシム ５ｍｇ１ｍＬ（溶解後

の液として）
ベストロン点眼用０．５％ 千寿製薬 58.30

外用薬 1319701Q1021 塩酸カルテオロール １％１ｍＬ ミケラン点眼液１％ 大塚製薬 218.50
外用薬 1319701Q1030 塩酸カルテオロール １％１ｍＬ カルテオロール点眼液Ｔ１％ 東亜薬品 後発品 121.80
外用薬 1319701Q1056 塩酸カルテオロール １％１ｍＬ メルカトア点眼液１％ 日新製薬（山形） 後発品 121.80
外用薬 1319701Q1064 塩酸カルテオロール １％１ｍＬ リエントン点眼液１％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 103.80

外用薬 1319701Q1072 塩酸カルテオロール １％１ｍＬ ブロキレートＰＦ点眼液１％ 日本点眼薬研究所 後発品 138.80
外用薬 1319701Q1080 塩酸カルテオロール １％１ｍＬ ブロキレート点眼液１％ ニッテン 後発品 136.50
外用薬 1319701Q1099 塩酸カルテオロール 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 105.30

外用薬 1319701Q2028 塩酸カルテオロール ２％１ｍＬ ミケラン点眼液２％ 大塚製薬 307.80
外用薬 1319701Q2036 塩酸カルテオロール ２％１ｍＬ カルテオロール点眼液Ｔ２％ 東亜薬品 後発品 166.20
外用薬 1319701Q2052 塩酸カルテオロール ２％１ｍＬ メルカトア点眼液２％ 日新製薬（山形） 後発品 143.90
外用薬 1319701Q2060 塩酸カルテオロール ２％１ｍＬ リエントン点眼液２％ キョーリンリメ

ディオ
後発品 154.70

外用薬 1319701Q2079 塩酸カルテオロール ２％１ｍＬ ブロキレートＰＦ点眼液２％ 日本点眼薬研究所 後発品 207.90
外用薬 1319701Q2087 塩酸カルテオロール ２％１ｍＬ ブロキレート点眼液２％ ニッテン 後発品 207.90
外用薬 1319701Q2095 塩酸カルテオロール 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 154.70

外用薬 1319701Q3024 塩酸カルテオロール １％１ｍＬ ミケランＬＡ点眼液１％ 大塚製薬 443.90
外用薬 1319701Q4020 塩酸カルテオロール ２％１ｍＬ ミケランＬＡ点眼液２％ 大塚製薬 632.90
外用薬 1319702Q1069 マレイン酸チモロール ０．２５％１ｍＬ リズモン点眼液０．２５％ わかもと製薬 後発品 83.30
外用薬 1319702Q1077 マレイン酸チモロール 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 65.60

外用薬 1319702Q1085 マレイン酸チモロール ０．２５％１ｍＬ チアブート点眼液０．２５％ 日新製薬（山形） 後発品 56.00
外用薬 1319702Q1093 マレイン酸チモロール ０．２５％１ｍＬ チモロール点眼液Ｔ０．２５％ 東亜薬品 後発品 68.80
外用薬 1319702Q1107 マレイン酸チモロール ０．２５％１ｍＬ チモプトール点眼液０．２５％ 萬有製薬 260.80
外用薬 1319702Q1115 マレイン酸チモロール ０．２５％１ｍＬ チモレート点眼液０．２５％ ニッテン 後発品 84.80
外用薬 1319702Q1123 マレイン酸チモロール ０．２５％１ｍＬ チモロール点眼液０．２５％「テイ

カ」
テイカ製薬 後発品 76.70

外用薬 1319702Q1131 マレイン酸チモロール 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 86.80
外用薬 1319702Q2057 マレイン酸チモロール ０．５％１ｍＬ リズモン点眼液０．５％ わかもと製薬 後発品 135.30
外用薬 1319702Q2073 マレイン酸チモロール ０．５％１ｍＬ ファルチモ点眼液０．５ キョーリンリメ

ディオ
後発品 75.50

外用薬 1319702Q2081 マレイン酸チモロール ０．５％１ｍＬ チアブート点眼液０．５％ 日新製薬（山形） 後発品 75.50
外用薬 1319702Q2090 マレイン酸チモロール ０．５％１ｍＬ チマバック点眼液０．５％ アールテック・ウ

エノ
後発品 156.20

外用薬 1319702Q2103 マレイン酸チモロール ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液Ｔ０．５％ 東亜薬品 後発品 120.00
外用薬 1319702Q2111 マレイン酸チモロール ０．５％１ｍＬ チモプトール点眼液０．５％ 萬有製薬 377.30
外用薬 1319702Q2120 マレイン酸チモロール ０．５％１ｍＬ チモレート点眼液０．５％ ニッテン 後発品 122.60
外用薬 1319702Q2138 マレイン酸チモロール ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液０．５％「テイカ」 テイカ製薬 後発品 114.20
外用薬 1319702Q2146 マレイン酸チモロール 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 122.60
外用薬 1319702Q3037 マレイン酸チモロール ０．２５％１ｍＬ チモプトールＸＥ点眼液０．２５％ 萬有製薬 554.20
外用薬 1319702Q4033 マレイン酸チモロール ０．５％１ｍＬ チモプトールＸＥ点眼液０．５％ 萬有製薬 806.90
外用薬 1319702Q5021 マレイン酸チモロール ０．２５％１ｍＬ リズモンＴＧ点眼液０．２５％ わかもと製薬 537.50
外用薬 1319702Q6028 マレイン酸チモロール ０．５％１ｍＬ リズモンＴＧ点眼液０．５％ わかもと製薬 790.40
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