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外用薬 2659710Q1060 塩酸テルビナフィン １％１ｇ ビラス液１％ 東和薬品 後発品 29.50
外用薬 2659710Q1078 塩酸テルビナフィン １％１ｇ ラミシール外用液１％ ノバルティス

ファーマ
44.50

外用薬 2659710Q1086 塩酸テルビナフィン １％１ｇ ラミテクト外用液１％ 沢井製薬 後発品 22.60
外用薬 2659710Q1094 塩酸テルビナフィン １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩外用液１％

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 25.30

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

68.60

外用薬 2659710R1057 塩酸テルビナフィン １％１ｇ 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 46.20

外用薬 2659711N1033 塩酸アモロルフィン ０．５％１ｇ ペキロンクリーム０．５％ 杏林製薬 44.30
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 49.50
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 49.50
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
3.30

外用薬 2661700X1018 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸 3.20
外用薬 2661700X1042 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸．ＯＹ 日医工ファーマ 4.90
外用薬 2661700X1050 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「ケンエー」 健栄製薬 4.90
外用薬 2661700X1069 酢酸 １０ｍＬ 局 ※酢酸（小堺） 小堺製薬 4.40
外用薬 2661700X1077 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸　シオエ シオエ製薬 6.00
外用薬 2661700X1085 酢酸 １０ｍＬ 局 「純生」酢酸 純生薬品工業 3.50
外用薬 2661700X1107 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「タイセイ」 大成薬品工業 3.50
外用薬 2661700X1140 酢酸 １０ｍＬ 局 ※酢酸（東海製薬） 東海製薬 5.80
外用薬 2661700X1174 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸ＦＭ フヂミ製薬所 5.80
外用薬 2661700X1220 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「ヤクハン」 ヤクハン製薬 5.80
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 5.30
外用薬 2661700X1298 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「ニッコー」 日興製薬 4.40
外用薬 2661700X1310 酢酸 １０ｍＬ 局 酢酸「ヨシダ」 吉田製薬 5.30
外用薬 2661701X1012 サリチル酸絆創膏 ２５ｃ㎡１枚 局 サリチル酸絆創膏 90.60
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 日医工ファーマ 9.10
外用薬 2661702X1068 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸「ケンエー」 健栄製薬 8.80
外用薬 2661702X1092 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸　シオエ シオエ製薬 8.50
外用薬 2661702X1130 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸「タイセイ」 大成薬品工業 8.80
外用薬 2661702X1165 氷酢酸 １０ｇ 局 ※氷酢酸（東海製薬） 東海製薬 8.50
外用薬 2661702X1190 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸ＦＭ フヂミ製薬所 8.50
外用薬 2661702X1238 氷酢酸 １０ｇ 局 ※氷酢酸（山善） 山善製薬 8.10
外用薬 2661702X1246 氷酢酸 １０ｇ 局 氷酢酸「ヤクハン」 ヤクハン製薬 8.50
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 8.80
外用薬 2662700X1015 カリ石ケン １０ｇ 局 カリ石ケン 14.20
外用薬 2662700X1090 カリ石ケン １０ｇ 局 カリ石ケンＦＭ フヂミ製薬所 15.00
外用薬 2662700X1104 カリ石ケン １０ｇ 局 カリ石ケン「ニッコー」 日興製薬 15.40
外用薬 2662700X1198 カリ石ケン １０ｇ 局 カリ石ケン「東豊」 東豊薬品 15.00
外用薬 2662701X1010 グリセリンカリ １０ｍＬ 局 グリセリンカリ液 7.90
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（小堺） 小堺製薬 12.70
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 12.70
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 11.80
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 12.70
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 12.70
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 12.70
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 199.20
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 27.50
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 5.90
外用薬 2669701M1065 尿素 １０％１ｇ ベギン軟膏１０ 藤永製薬 後発品 5.80
外用薬 2669701M1073 尿素 １０％１ｇ パスタロンソフト軟膏１０％ 佐藤製薬 7.70
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 5.90
外用薬 2669701M2088 尿素 ２０％１ｇ ベギン軟膏２０ 藤永製薬 後発品 6.00
外用薬 2669701M2096 尿素 ２０％１ｇ ケラチナミンコーワ軟膏２０％ 興和 8.10
外用薬 2669701M2100 尿素 ２０％１ｇ パスタロンソフト軟膏２０％ 佐藤製薬 7.90
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 6.20
外用薬 2669701N1044 尿素 １０％１ｇ ウレパールクリーム１０％ 大塚製薬工場 7.80
外用薬 2669701N1052 尿素 １０％１ｇ パスタロンクリーム１０％ 佐藤製薬 7.70
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 5.30
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 5.70
外用薬 2669701N2040 尿素 ２０％１ｇ パスタロンクリーム２０％ 佐藤製薬 7.90
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 5.30
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 7.80
外用薬 2669701Q1059 尿素 １０％１ｇ パスタロンローション１０％ 佐藤製薬 7.70
外用薬 2669702X1015 尿素 １０ｇ 局 尿素 7.40
外用薬 2679701Q1020 塩化カルプロニウム ５％１ｍＬ アロビックス 長生堂製薬 後発品 13.80
外用薬 2679701Q1039 塩化カルプロニウム ５％１ｍＬ カルプラニン液 大洋薬品工業 後発品 12.00
外用薬 2679701Q1055 塩化カルプロニウム ５％１ｍＬ フロジン外用液５％ ニプロパッチ 後発品 34.90
外用薬 2679701Q1063 塩化カルプロニウム ５％１ｍＬ アロビックス外用液５％ 長生堂製薬 後発品 13.80
外用薬 2679701Q1071 塩化カルプロニウム ５％１ｍＬ カルプラニン外用液５％ 大洋薬品工業 後発品 12.00
外用薬 2691700M1053 タカルシトール ０．０００２％１ｇ ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ 帝人ファーマ 119.70
外用薬 2691700M1061 タカルシトール ０．０００２％１ｇ アルファタカシル軟膏２μｇ／ｇ 大正薬品工業 後発品 63.10
外用薬 2691700M2025 タカルシトール ０．００２％１ｇ ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ 帝人ファーマ 272.70
外用薬 2691700N1059 タカルシトール ０．０００２％１ｇ ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ 帝人ファーマ 119.70
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外用薬 2691700N1067 タカルシトール ０．０００２％１ｇ アルファタカシルクリーム２μｇ／ｇ 大正薬品工業 後発品 63.10
外用薬 2691700Q1047 タカルシトール ０．０００２％１ｇ ボンアルファローション２μｇ／ｇ 帝人ファーマ 119.70
外用薬 2691700Q2027 タカルシトール ０．００２％１ｇ ボンアルファハイローション２０μｇ

／ｇ
帝人ファーマ 272.70

外用薬 2691701M1023 カルシポトリオール ０．００５％１ｇ ドボネックス軟膏 帝國製薬 134.80
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 134.80
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 138.00
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／ｇ 中外製薬 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 27.30
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 27.30
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 46.30
外用薬 2699702M1034 トレチノイントコフェリ

ル
０．２５％１ｇ オルセノン軟膏０．２５％ ポーラファルマ 52.70

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 53.40
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

79.40

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 79.40
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

79.40

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

79.40

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

79.40

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 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 141.30
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 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 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 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 117.50
外用薬 2699801L1024 精製白糖・ポビドンヨー

ド
１ｇ イワデクト外用配合散剤 岩城製薬 後発品 27.70

外用薬 2699801V1050 精製白糖・ポビドンヨー
ド

１ｇ スクロードパスタ 共和薬品工業 後発品 16.50
外用薬 2699801V1068 精製白糖・ポビドンヨー

ド
１ｇ ネグミンシュガー軟膏 マイラン製薬 後発品 16.70

外用薬 2699801V1076 精製白糖・ポビドンヨー
ド

１ｇ ポビドリンパスタ 東亜薬品 後発品 16.70
外用薬 2699801V1084 精製白糖・ポビドンヨー

ド
１ｇ ドルミジンパスタ 岩城製薬 後発品 20.10

外用薬 2699801V1106 精製白糖・ポビドンヨー
ド

１ｇ ユーパスタコーワ軟膏 興和 43.50
外用薬 2699801V1114 精製白糖・ポビドンヨー

ド
１ｇ イソジンシュガーパスタ軟膏 日東メディック 後発品 14.80

外用薬 2699801V1122 精製白糖・ポビドンヨー
ド

１ｇ ソアナース軟膏 テイカ製薬 43.50
外用薬 2699801V1130 精製白糖・ポビドンヨー

ド
１ｇ ポビドリンパスタ軟膏 東亜薬品 後発品 16.70

外用薬 2699801V2021 精製白糖・ポビドンヨー
ド

１ｇ ソアナース軟膏分包８ｇ テイカ製薬 43.50
外用薬 2699801V2030 精製白糖・ポビドンヨー

ド
１ｇ ユーパスタコーワ軟膏分包８ｇ 興和 43.50

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 12.20
外用薬 3322700X1026 ゼラチン ５ｃｍ×２．５ｃｍ１

枚
スポンゼル アステラス製薬 242.30

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 208.20

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

ゼルフォーム ファイザー 1,265.80

外用薬 3323701X1010 トロンビン ５００単位１瓶 局 トロンビン 353.90
外用薬 3323701X2016 トロンビン １，０００単位１瓶 局 トロンビン 500.40
外用薬 3323701X3012 トロンビン ５，０００単位１瓶 局 トロンビン 721.00
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
943.50

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５０００ 日本製薬 913.10
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 847.50
外用薬 3323701X4019 トロンビン １０，０００単位１瓶 局 トロンビン 881.30
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
1,448.60

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 1,448.60
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 1,310.40
外用薬 3323701X5015 トロンビン ２０，０００単位１瓶 局 トロンビン 1,770.10
外用薬 3323701X6011 トロンビン ５，０００単位１袋 局 トロンビン 958.50
外用薬 3323701X7018 トロンビン １０，０００単位１袋 局 トロンビン 1,453.20
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 801.60

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 1,080.80

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 1,537.60

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 1,908.40

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 2,383.20

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 2,976.20

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 886.80

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 1,188.00

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 1,594.50
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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 1,699.40

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 1,718.80

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 1,495.20

外用薬 3326700X1025 アルギン酸ナトリウム ５００ｍｇ１管 アルト 共成製薬 218.90
外用薬 3326700X1033 アルギン酸ナトリウム ５００ｍｇ１管 アルト原末 共成製薬 218.90
外用薬 3326700X2021 アルギン酸ナトリウム １ｇ１管 アルト 共成製薬 326.20
外用薬 3326700X2030 アルギン酸ナトリウム １ｇ１管 アルト原末 共成製薬 326.20
外用薬 3331700X1017 クエン酸ナトリウム １０ｇ 局 クエン酸ナトリウム 17.00
外用薬 3331700X1084 クエン酸ナトリウム １０ｇ 局 クエン酸ナトリウム「ニッコー」 日興製薬 18.90
外用薬 3334700M1020 ヘパリンナトリウム ５００単位１ｇ ヘパリンＺ軟膏 ゼリア新薬工業 14.30
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 8.10
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 14.30
外用薬 3339950M1056 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテン軟膏 日医工ファーマ 後発品 11.90
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 8.20
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
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 9.40
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 27.80
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 7.80
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 27.80
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％ 日医工ファーマ 後発品 11.90
外用薬 3339950Q1023 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンローション 日医工ファーマ 後発品 11.90
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 7.80
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 9.40
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 27.80
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％ 日医工ファーマ 後発品 11.90
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％ 日医工ファーマ 後発品 22.40
外用薬 3399800Q1025 乳酸リンゲル ３Ｌ１袋 アルスロマチック バクスター 1,429.50
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 1,429.50
外用薬 3959700M1049 塩化リゾチーム ５％１ｇ リフラップ軟膏５％ 帝國製薬 40.20
外用薬 3959700S1048 塩化リゾチーム ５ｃｍ×５ｃｍ リフラップシート５％ 帝國製薬 186.50
外用薬 3959701M1027 ブロメライン ５０，０００単位１ｇ ※ブロメライン軟膏（ジェイドルフ） ジェイドルフ製薬 24.90
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 24.90

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 758.00
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 374.20
外用薬 4234700M1038 硫酸ブレオマイシン ５ｍｇ１ｇ ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ 日本化薬 1,634.10
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 165.60

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

29,705.80

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

和物
２％１ｇ バクトロバン鼻腔用軟膏２％ グラクソ・スミス

クライン
588.40

外用薬 6132700J1022 セフチゾキシムナトリウ
ム

１２５ｍｇ１個 エポセリン坐剤１２５ 長生堂製薬 250.50
外用薬 6132700J2029 セフチゾキシムナトリウ

ム
２５０ｍｇ１個 エポセリン坐剤２５０ 長生堂製薬 341.80

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 128.10
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 154.30
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 129.30
外用薬 6250700M1138 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 135.40
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 138.40
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 133.70
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 140.70
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 154.30
外用薬 6250700M1189 ビダラビン ３％１ｇ アラセナ－Ａ軟膏３％ 持田製薬 351.70
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 107.70
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 351.70
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 120.30
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
367.60

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 174.00
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 164.80
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 174.80
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 182.80
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 174.80
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
367.60

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

168.70

外用薬 6290700E1023 クロトリマゾール １０ｍｇ１錠 エンペシドトローチ バイエル薬品 353.70
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 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 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） 10,504.10

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

10,504.10

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） 20,163.80

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

20,163.80

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） 18,231.70
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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 日本化薬 18,231.70

外用薬 7113700X1016 タルク １０ｇ 局 タルク 8.00
外用薬 7113700X1040 タルク １０ｇ 局 タルク「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 8.80
外用薬 7113700X1067 タルク １０ｇ 局 タルク「ケンエー」 健栄製薬 8.80
外用薬 7113700X1156 タルク １０ｇ 局 ※タルク（丸石） 丸石製薬 8.30
外用薬 7113700X1180 タルク １０ｇ 局 ※タルク（山善） 山善製薬 8.80
外用薬 7113700X1237 タルク １０ｇ 局 タルク原末「マルイシ」 丸石製薬 8.30
外用薬 7119700L1018 アラビアゴム １０ｇ 局 アラビアゴム末 39.80
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 11.60
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 21.30
外用薬 7121700X1085 白色軟膏 １０ｇ 局 ※白色軟膏（山田） 山田製薬 22.30
外用薬 7121700X1093 白色軟膏 １０ｇ 局 ※白色軟膏（吉田製薬） 吉田製薬 22.30
外用薬 7121701X1012 黄色ワセリン １０ｇ 局 黄色ワセリン 11.60
外用薬 7121701X1039 黄色ワセリン １０ｇ 局 ※黄色ワセリン（小堺） 小堺製薬 14.20
外用薬 7121701X1047 黄色ワセリン １０ｇ 局 ※黄色ワセリン（三恵） 三恵薬品 12.20
外用薬 7121701X1055 黄色ワセリン １０ｇ 局 ※黄色ワセリン（シオエ） シオエ製薬 16.50
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 7121702X1017 親水ワセリン １０ｇ 局 親水ワセリン 21.90
外用薬 7121702X1025 親水ワセリン １０ｇ 局 ※親水ワセリン（司生堂） 司生堂製薬 22.80
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」 日医工ファーマ 13.80
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 15.40
外用薬 7121703X1097 白色ワセリン １０ｇ 局 ※白色ワセリン（小西利七） 小西利七商店 13.80
外用薬 7121703X1100 白色ワセリン １０ｇ 局 ※白色ワセリン（小堺） 小堺製薬 13.80
外用薬 7121703X1119 白色ワセリン １０ｇ 局 ※白色ワセリン（三恵） 三恵薬品 15.80
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 15.80
外用薬 7121703X1178 白色ワセリン １０ｇ 局 ※白色ワセリン（東豊） 東豊薬品 15.40
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 15.80
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 13.80
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 14.70
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 13.80
外用薬 7121703X1283 白色ワセリン １０ｇ 局 ハクワセホワイト 山田製薬 14.70
外用薬 7121703X1291 白色ワセリン １０ｇ 局 ※白色ワセリン（山善） 山善製薬 13.80
外用薬 7121703X1313 白色ワセリン １０ｇ 局 ※白色ワセリン（吉田製薬） 吉田製薬 16.20
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 13.80
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 14.70
外用薬 7121704X1016 オリブ油 １０ｍＬ 局 オリブ油 16.60
外用薬 7121704X1075 オリブ油 １０ｍＬ 局 オリブ油「ＯＲＹ」 日医工ファーマ 22.70
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 22.70
外用薬 7121704X1148 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※オリブ油（シオエ） シオエ製薬 24.60
外用薬 7121704X1156 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※オリブ油（純生） 純生薬品工業 22.70
外用薬 7121704X1172 オリブ油 １０ｍＬ 局 オリブ油「タイセイ」 大成薬品工業 18.40
外用薬 7121704X1202 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※オリブ油（東豊） 東豊薬品 24.20
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
外用薬 7121704X1237 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※オリブ油（東海製薬） 東海製薬 16.90
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 24.60
外用薬 7121704X1334 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※オリブ油（山田） 山田製薬 22.70
外用薬 7121704X1342 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※オリブ油（山善） 山善製薬 18.40
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 7121704X1369 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※オリブ油（吉田製薬） 吉田製薬 25.80
外用薬 7121704X1385 オリブ油 １０ｍＬ 局 ※オリブ油（フヂミ） フヂミ製薬所 23.20
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 27.50
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 7121706X1082 ゴマ油 １０ｍＬ 局 ※ゴマ油（丸石） 丸石製薬 28.30
外用薬 7121707X1010 サラシミツロウ １０ｇ 局 サラシミツロウ 42.10
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 50.60
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 46.60
外用薬 7121708X1014 ダイズ油 １０ｍＬ 局 ダイズ油 17.90
外用薬 7121708X1081 ダイズ油 １０ｍＬ 局 ※ダイズ油（丸石） 丸石製薬 21.00
外用薬 7121709X1019 単軟膏 １０ｇ 局 単軟膏 27.90
外用薬 7121709X1078 単軟膏 １０ｇ 局 ※単軟膏（シオエ） シオエ製薬 30.10
外用薬 7121709X1116 単軟膏 １０ｇ 局 単軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 29.10
外用薬 7121709X1167 単軟膏 １０ｇ 局 ※単軟膏（吉田製薬） 吉田製薬 29.10
外用薬 7121710X1011 ツバキ油 １０ｍＬ 局 ツバキ油 317.10
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 138.00
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
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