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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 9.00
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 12.80
外用薬 2646726M1036 プロピオン酸デキサメタ

ゾン
０．１％１ｇ メインベート軟膏 前田薬品工業 後発品 15.10

外用薬 2646726M1044 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ ヒフメタ軟膏 新生薬品工業 後発品 14.70

外用薬 2646726M1087 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ デルムサット軟膏０．１％ 東光薬品工業 後発品 12.70

外用薬 2646726M1095 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ メサデルム軟膏０．１％ 岡山大鵬薬品 24.00

外用薬 2646726M1109 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ プロメタゾン軟膏０．１％ 池田薬品工業 後発品 12.60

外用薬 2646726M1117 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ メインベート軟膏０．１％ 前田薬品工業 後発品 15.10

外用薬 2646726N1031 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ メインベートクリーム 前田薬品工業 後発品 15.10

外用薬 2646726N1040 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ ヒフメタクリーム 新生薬品工業 後発品 14.70

外用薬 2646726N1082 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ デルムサットクリーム０．１％ 東光薬品工業 後発品 12.70

外用薬 2646726N1090 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ メサデルムクリーム０．１％ 岡山大鵬薬品 24.00

外用薬 2646726N1104 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ プロメタゾンクリーム０．１％ 池田薬品工業 後発品 12.60

外用薬 2646726N1112 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ メインベートクリーム０．１％ 前田薬品工業 後発品 15.10

外用薬 2646726Q1038 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ メインベートローション 前田薬品工業 後発品 15.10

外用薬 2646726Q1046 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

０．１％１ｇ メサデルムローション０．１％ 岡山大鵬薬品 24.00

外用薬 2646726Q1054 プロピオン酸デキサメタ
ゾン

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 15.10

外用薬 2646727M1022 プロピオン酸アルクロメ
タゾン

０．１％１ｇ アルメタ軟膏 塩野義製薬 43.40

外用薬 2646727M1049 プロピオン酸アルクロメ
タゾン

０．１％１ｇ タルメア軟膏０．１％ 富士製薬工業 後発品 25.90

外用薬 2646727M1057 プロピオン酸アルクロメ
タゾン

０．１％１ｇ ビトラ軟膏０．１％ 岩城製薬 後発品 20.90

外用薬 2646729M1048 プロピオン酸デプロドン ０．３％１ｇ エクラー軟膏０．３％ 久光製薬 26.80
外用薬 2646729M1056 プロピオン酸デプロドン ０．３％１ｇ アロミドン軟膏０．３％ 岩城製薬 後発品 12.90
外用薬 2646729N1043 プロピオン酸デプロドン ０．３％１ｇ エクラークリーム０．３％ 久光製薬 26.80
外用薬 2646729N1051 プロピオン酸デプロドン ０．３％１ｇ アロミドンクリーム０．３％ 岩城製薬 後発品 12.90
外用薬 2646729Q1031 プロピオン酸デプロドン ０．３％１ｇ エクラーローション０．３％ 久光製薬 26.80
外用薬 2646729S2035 プロピオン酸デプロドン （１．５ｍｇ）７．５

ｃｍ×１０ｃｍ
エクラープラスター２０μｇ／ｃ㎡ 久光製薬 73.90

外用薬 2646730M1032 酪酸プロピオン酸ベタメ
タゾン

０．０５％１ｇ サレックス軟膏０．０５％ 岩城製薬 後発品 16.60

外用薬 2646730M1040 酪酸プロピオン酸ベタメ
タゾン

０．０５％１ｇ アンフラベート０．０５％軟膏 前田薬品工業 後発品 18.00

外用薬 2646730M1059 酪酸プロピオン酸ベタメ
タゾン

０．０５％１ｇ アンテベート軟膏０．０５％ 鳥居薬品 36.80

外用薬 2646730N1038 酪酸プロピオン酸ベタメ
タゾン

０．０５％１ｇ サレックスクリーム０．０５％ 岩城製薬 後発品 16.60

外用薬 2646730N1046 酪酸プロピオン酸ベタメ
タゾン

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 18.00

外用薬 2646730N1054 酪酸プロピオン酸ベタメ
タゾン

０．０５％１ｇ アンテベートクリーム０．０５％ 鳥居薬品 36.80

外用薬 2646730Q1026 酪酸プロピオン酸ベタメ
タゾン

０．０５％１ｇ アンテベートローション０．０５％ 鳥居薬品 36.80

外用薬 2646730Q1034 酪酸プロピオン酸ベタメ
タゾン

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 18.00

外用薬 2646731M1029 フランカルボン酸モメタ
ゾン

０．１％１ｇ フルメタ軟膏 塩野義製薬 43.80

外用薬 2646731M1037 フランカルボン酸モメタ
ゾン

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 23.50

外用薬 2646731M1045 フランカルボン酸モメタ
ゾン

０．１％１ｇ マイセラ軟膏０．１％ 前田薬品工業 後発品 24.80

外用薬 2646731N1024 フランカルボン酸モメタ
ゾン

０．１％１ｇ フルメタクリーム 塩野義製薬 43.80

外用薬 2646731N1032 フランカルボン酸モメタ
ゾン

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 23.50

外用薬 2646731N1040 フランカルボン酸モメタ
ゾン

０．１％１ｇ マイセラクリーム０．１％ 前田薬品工業 後発品 24.80

外用薬 2646731Q1020 フランカルボン酸モメタ
ゾン

０．１％１ｇ フルメタローション 塩野義製薬 43.80

外用薬 2646731Q1039 フランカルボン酸モメタ
ゾン

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 23.50

外用薬 2646731Q1047 フランカルボン酸モメタ
ゾン

０．１％１ｇ マイセラローション０．１％ 前田薬品工業 後発品 24.80

外用薬 2646732M1040 ファルネシル酸プレドニ
ゾロン

１．４％１ｇ ファルネゾンゲル１．４％ 大鵬薬品工業 23.20

外用薬 2647701R1022 硫酸フラジオマイシン・
プレドニゾロン

１ｇ エアゾリンＤ１ 武田薬品工業 19.90

外用薬 2647704M1029 塩酸テトラサイクリン・
酢酸ヒドロコルチゾン

１ｇ テトラ・コーチゾン軟膏 山崎帝國堂 後発品 37.50

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

１ｇ テラ・コートリル軟膏 陽進堂 34.30

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

１ｇ デルモランＦ軟膏 佐藤製薬 後発品 18.70

外用薬 2647707M1030 フルオシノロンアセトニ
ド・硫酸フラジオマイシ

１ｇ フルコートＦ 田辺三菱製薬 28.40
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外用薬 2647707M1049 フルオシノロンアセトニ
ド・硫酸フラジオマイシ

１ｇ フルコートＦ軟膏 田辺三菱製薬 28.40

外用薬 2647708M1027 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸フラジオマイシン

１ｇ ベトネベートＮ軟膏 グラクソ・スミス
クライン

26.80

外用薬 2647708N1022 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸フラジオマイシン

１ｇ ベトネベートＮクリーム グラクソ・スミス
クライン

26.80

外用薬 2647709M1064 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 デルモゾールＧ軟膏 岩城製薬 後発品 9.30

外用薬 2647709M1072 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 ベトノバールＧ軟膏 佐藤製薬 後発品 20.30

外用薬 2647709M1102 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 塩野義製薬 31.90

外用薬 2647709M1110 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ 東和薬品 後発品 10.90

外用薬 2647709M1129 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 リダスロン軟膏 大洋薬品工業 後発品 7.80

外用薬 2647709M1137 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 富士製薬工業 後発品 10.70

外用薬 2647709M1145 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 ベトノバールＧ軟膏０．１２％ 佐藤製薬 後発品 20.30

外用薬 2647709N1043 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 デルモゾールＧクリーム 岩城製薬 後発品 9.30

外用薬 2647709N1051 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 ベトノバールＧクリーム 佐藤製薬 後発品 20.30

外用薬 2647709N1060 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ 塩野義製薬 31.90

外用薬 2647709N1078 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｇ 局 ベトノバールＧクリーム０．１２％ 佐藤製薬 後発品 20.30

外用薬 2647709Q1023 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｍＬ デキサン－ＶＧローション 富士製薬工業 後発品 10.70

外用薬 2647709Q1031 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｍＬ デルモゾールＧローション 岩城製薬 後発品 9.30

外用薬 2647709Q1040 吉草酸ベタメタゾン・硫
酸ゲンタマイシン

１ｍＬ リンデロン－ＶＧローション 塩野義製薬 31.90

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 8.40
外用薬 2649702X1012 硫酸亜鉛 １０ｇ 局 硫酸亜鉛 8.90
外用薬 2649703X1017 硫酸アルミニウムカリウ

ム
１０ｇ 局 硫酸アルミニウムカリウム 9.60

外用薬 2649704M1015 亜鉛華 １０ｇ 局 亜鉛華軟膏 19.60
外用薬 2649704M1040 亜鉛華 １０ｇ 局 亜鉛華軟膏．ＯＹ 日医工ファーマ 20.30
外用薬 2649704M1066 亜鉛華 １０ｇ 局 ※亜鉛華軟膏（小堺） 小堺製薬 20.30
外用薬 2649704M1074 亜鉛華 １０ｇ 局 亜鉛華軟膏　シオエ シオエ製薬 19.70
外用薬 2649704M1112 亜鉛華 １０ｇ 局 亜鉛華軟膏〈ハチ〉 東洋製薬化成 19.70
外用薬 2649704M1120 亜鉛華 １０ｇ 局 亜鉛華軟膏「ホエイ」 マイラン製薬 19.70
外用薬 2649704M1201 亜鉛華 １０ｇ 局 亜鉛華軟膏「東豊」 東豊薬品 19.70
外用薬 2649705X1016 亜鉛華デンプン １０ｇ 局 亜鉛華デンプン 26.50
外用薬 2649705X1032 亜鉛華デンプン １０ｇ 局 亜鉛華デンプン．ＯＹ 日医工ファーマ 28.80
外用薬 2649705X1059 亜鉛華デンプン １０ｇ 局 ※亜鉛華デンプン（小堺） 小堺製薬 28.10
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 28.80
外用薬 2649705X1199 亜鉛華デンプン １０ｇ 局 亜鉛華デンプン「ヨシダ」 吉田製薬 28.10
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 38.40
外用薬 2649708X1010 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛 24.40
外用薬 2649708X1044 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛．ＯＩ 日医工ファーマ 25.70
外用薬 2649708X1060 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛「ケンエー」 健栄製薬 26.30
外用薬 2649708X1087 酸化亜鉛 １０ｇ 局 ※酸化亜鉛（小堺） 小堺製薬 25.70
外用薬 2649708X1109 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛　シオエ シオエ製薬 26.30
外用薬 2649708X1150 酸化亜鉛 １０ｇ 局 亜鉛華「ホエイ」 マイラン製薬 25.70
外用薬 2649708X1206 酸化亜鉛 １０ｇ 局 ※酸化亜鉛（山善） 山善製薬 25.70
外用薬 2649708X1257 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛「ヨシダ」 吉田製薬 25.70
外用薬 2649708X1273 酸化亜鉛 １０ｇ 局 酸化亜鉛原末「マルイシ」 丸石製薬 26.30
外用薬 2649709X1014 チンク油 １０ｇ 局 チンク油 10.80
外用薬 2649709X1057 チンク油 １０ｇ 局 チンク油．ＯＹ 日医工ファーマ 18.00
外用薬 2649709X1081 チンク油 １０ｇ 局 チンク油「サトウ」 佐藤製薬 18.30
外用薬 2649709X1103 チンク油 １０ｇ 局 チンク油　シオエ シオエ製薬 18.00
外用薬 2649709X1162 チンク油 １０ｇ 局 ※チンク油（東海製薬） 東海製薬 16.20
外用薬 2649709X1189 チンク油 １０ｇ 局 チンク油「ホエイ」 マイラン製薬 16.80
外用薬 2649709X1227 チンク油 １０ｇ 局 チンク油．ＹＩ 山田製薬 16.20
外用薬 2649709X1235 チンク油 １０ｇ 局 ※チンク油（山善） 山善製薬 18.00
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 16.80
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 18.00
外用薬 2649709X1316 チンク油 １０ｇ 局 チンク油「ＪＧ」 日本ジェネリック 18.00
外用薬 2649710M1037 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏２０％ 佐藤製薬 後発品 30.90
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 23.80

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 23.80
外用薬 2649710M2050 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 日興製薬 後発品 22.60
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 23.80
外用薬 2649710M2084 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヤマゼン」 山善製薬 後発品 24.50
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 23.80
外用薬 2649710M2106 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏．ＹＩ 山田製薬 後発品 23.80
外用薬 2649710M2122 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏１０％ 佐藤製薬 後発品 23.80
外用薬 2649710S1028 亜鉛華軟膏 ５ｇ ボチシート 帝國製薬 後発品 14.90
外用薬 2649710S1036 亜鉛華軟膏 ５ｇ ボチシート２０％ 帝國製薬 後発品 14.90
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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 27.90
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 30.60
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 30.60
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 30.60
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 13.10
外用薬 2649715X1087 次没食子酸ビスマス １ｇ 局 「純生」デルマ 純生薬品工業 14.20
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
外用薬 2649715X1249 次没食子酸ビスマス １ｇ 局 デルマトール「ヒシヤマ」 ニプロファーマ 14.20
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「マルイシ」 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％ 大洋薬品工業 後発品 26.70

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 31.30

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 23.60

外用薬 2649718L1038 アルミニウムクロロヒド
ロキシアラントイネート

６％１ｇ イサロパン外用散６％ あすか製薬 31.00

外用薬 2649718M1050 アルミニウムクロロヒド
ロキシアラントイネート

２％１ｇ アルキサ軟膏２％ 小林化工 後発品 9.20

外用薬 2649718M2048 アルミニウムクロロヒド
ロキシアラントイネート

６％１ｇ ソフレットゲル６％ 佐藤製薬 後発品 24.90

外用薬 2649719M1100 インドメタシン １％１ｇ インナミットゲル 日医工 後発品 3.20
外用薬 2649719M1160 インドメタシン １％１ｇ サロダン軟膏１％ 辰巳化学 後発品 4.30
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 8.50
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 8.30
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 4.30
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 3.20
外用薬 2649719N1068 インドメタシン １％１ｇ インナミットクリーム 日医工 後発品 3.20
外用薬 2649719N1076 インドメタシン １％１ｇ ミカメタン－クリーム 三笠製薬 後発品 2.90
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 3.20
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 8.50
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 8.30
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 4.40

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 3.20
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 2649719Q1030 インドメタシン １％１ｇ イドメシンコーワゾル１％ 興和 8.50
外用薬 2649719Q2060 インドメタシン １％１ｍＬ インナミット液 日医工 後発品 3.20
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 8.30
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 3.20
外用薬 2649719S1096 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
コリフメシン 東和製薬：和歌山 14.10

外用薬 2649719S1126 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

テンポラル 昭和薬品化工 後発品 14.60
外用薬 2649719S1177 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
インドメタシンパップ「ＹＤ」 陽進堂 後発品 14.10

外用薬 2649719S1185 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

カトレップパップ７０ｍｇ 帝國製薬 28.30
外用薬 2649719S1193 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
イドメシンコーワパップ７０ｍｇ 興和 20.80

外用薬 2649719S1207 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ハップスターＩＤ７０ｍｇ 大石膏盛堂 13.80
外用薬 2649719S1215 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
アコニップパップ７０ｍｇ 第一薬品 12.70

外用薬 2649719S1223 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

インサイドパップ７０ｍｇ 久光製薬 19.90
外用薬 2649719S1231 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
インテナシンパップ７０ｍｇ 原沢製薬工業 後発品 13.60

外用薬 2649719S1240 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

インテナースパップ７０ｍｇ 東光薬品工業 13.10
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 後発品 13.60

外用薬 2649719S1266 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ゼムパックパップ７０ 救急薬品工業 13.40
外用薬 2649719S1274 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
セラスターテープ７０ 救急薬品工業 後発品 23.20

外用薬 2649719S1282 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

トラップオンパップ７０ｍｇ 富士カプセル 後発品 13.60
外用薬 2649719S1290 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ラクティオンパップ７０ｍｇ テイカ製薬 19.90

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 後発品 14.10
外用薬 2649719S1312 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
コリフメシンパップ７０ｍｇ 東和製薬：和歌山 14.10

外用薬 2649719S1320 インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

テンポラルパップ７０ｍｇ 昭和薬品化工 後発品 14.60
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 後発品 13.20
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 13.20
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 15.50
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 15.50
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 17.30
外用薬 2649722M1048 クロタミトン １０％１０ｇ クロタミトン軟膏１０％「タイヨー」 大洋薬品工業 35.80
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
36.70

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」

大洋薬品工業 35.80

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 3.70
外用薬 2649725M1041 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 エンチマック軟膏 大洋薬品工業 後発品 9.30
外用薬 2649725M1122 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 ヒフマック軟膏 新生薬品工業 後発品 7.40
外用薬 2649725M1130 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 サリベドール軟膏５％ マイラン製薬 後発品 13.50
外用薬 2649725M1149 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 アンダーム軟膏５％ 帝國製薬 22.10
外用薬 2649725M1157 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 アンホリル軟膏５％ 岩城製薬 後発品 7.50
外用薬 2649725M1165 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 デルキサム軟膏５％ 小林化工 後発品 9.90
外用薬 2649725M1173 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 ルブラゾン軟膏５％ 池田薬品工業 後発品 11.70
外用薬 2649725M1181 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 エンチマック軟膏５％ 大洋薬品工業 後発品 9.30
外用薬 2649725N1047 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 エンチマッククリーム 大洋薬品工業 後発品 9.30
外用薬 2649725N1063 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 サリベドールクリーム マイラン製薬 後発品 13.50
外用薬 2649725N1110 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 アンダームクリーム５％ 帝國製薬 22.10
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外用薬 2649725N1128 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 アンホリルクリーム５％ 岩城製薬 後発品 7.50
外用薬 2649725N1136 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 デルキサムクリーム５％ 小林化工 後発品 9.40
外用薬 2649725N1144 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 ルブラゾンクリーム５％ 池田薬品工業 後発品 11.70
外用薬 2649725N1152 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 エンチマッククリーム５％ 大洋薬品工業 後発品 9.30
外用薬 2649725N1160 ブフェキサマク ５％１ｇ 局 サリベドールクリーム５％ マイラン製薬 後発品 13.50
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 14.60
外用薬 2649726M1046 ベンダザック ３％１ｇ ジルダザック軟膏３％ 中外製薬 28.30
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 10.30
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 14.60
外用薬 2649727M1032 ウフェナマート ５％１ｇ フエナゾール軟膏 アボットジャパン 21.30
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 21.40
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 21.30
外用薬 2649727N1038 ウフェナマート ５％１ｇ フエナゾールクリーム アボットジャパン 21.30
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 21.40
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 21.30
外用薬 2649728M1029 イブプロフェンピコノー

ル
５％１ｇ スタデルム軟膏 鳥居薬品 20.90

外用薬 2649728M1053 イブプロフェンピコノー
ル

５％１ｇ イプロニン軟膏５％ 辰巳化学 後発品 12.70
外用薬 2649728M1061 イブプロフェンピコノー

ル
５％１ｇ ベシカム軟膏５％ 久光製薬 20.90

外用薬 2649728M1070 イブプロフェンピコノー
ル

５％１ｇ スタデルム軟膏５％ 鳥居薬品 20.90
外用薬 2649728N1024 イブプロフェンピコノー

ル
５％１ｇ スタデルムクリーム 鳥居薬品 20.90

外用薬 2649728N1059 イブプロフェンピコノー
ル

５％１ｇ イプロニンクリーム５％ 辰巳化学 後発品 12.70
外用薬 2649728N1067 イブプロフェンピコノー

ル
５％１ｇ ベシカムクリーム５％ 久光製薬 20.90

外用薬 2649728N1075 イブプロフェンピコノー
ル

５％１ｇ スタデルムクリーム５％ 鳥居薬品 20.90
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 7.60
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 6.20
外用薬 2649729Q1041 ケトプロフェン ３％１ｇ セクターゲル３％ 久光製薬 7.60
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 6.20
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 7.60
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 6.20
外用薬 2649729S1057 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
リフェロン 沢井製薬 後発品 17.10

外用薬 2649729S1073 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ケトタックス リンテック 後発品 12.10
外用薬 2649729S1090 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ニックールＫ 日医工ファーマ 後発品 15.10

外用薬 2649729S1146 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

パッペンＫパップ３０ｍｇ 佐藤製薬 後発品 10.50
外用薬 2649729S1154 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
モーラスパップ３０ｍｇ 久光製薬 25.50

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 12.80

外用薬 2649729S1170 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

タッチロンパップ３０ 救急薬品工業 後発品 13.00
外用薬 2649729S1189 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ミルタックスパップ３０ｍｇ ニプロパッチ 22.50

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」

日医工ファーマ 後発品 15.10

外用薬 2649729S1200 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

リフェロンテープ３０ｍｇ 沢井製薬 後発品 17.10
外用薬 2649729S2045 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ライラテープ 帝國製薬 後発品 15.50
外用薬 2649729S2053 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 レイナノンテープ シオノケミカル 後発品 15.00
外用薬 2649729S2118 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトタックステープ 東光薬品工業 後発品 9.80
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」
日医工ファーマ 後発品 13.50

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 13.80
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 14.00
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 15.30
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 31.90
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 14.00
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 9.80

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 15.50
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 15.00
外用薬 2649729S3033 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ケトタックステープＬ 東光薬品工業 後発品 16.70

外用薬 2649729S3041 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

レイナノンテープＬ シオノケミカル 後発品 20.80
外用薬 2649729S3050 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
タッチロンテープ４０ 救急薬品工業 後発品 18.20

外用薬 2649729S3068 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

パテルテープ４０ 大石膏盛堂 後発品 21.20
外用薬 2649729S3076 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
ライラテープ４０ｍｇ 帝國製薬 後発品 22.30

外用薬 2649729S3084 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

モーラステープＬ４０ｍｇ 久光製薬 49.10
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 17.00

外用薬 2649729S3106 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

ロマールテープ４０ ビオメディクス 後発品 18.70
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」

日医工ファーマ 後発品 17.60

外用薬 2649729S3122 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

レイナノンテープ４０ｍｇ シオノケミカル 後発品 20.80
外用薬 2649729S4030 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
モーラスパップ６０ｍｇ 久光製薬 40.90

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 22.60

外用薬 2649729S4056 ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

タッチロンパップ６０ 救急薬品工業 後発品 22.60
外用薬 2649730M1034 ピロキシカム ０．５％１ｇ フェルデン軟膏 ファイザー 8.30
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 8.30
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 8.30
外用薬 2649731M1039 フェルビナク ３％１ｇ スミルスチック 三笠製薬 後発品 8.50
外用薬 2649731M1063 フェルビナク ３％１ｇ アスゼスチック３％ 東光薬品工業 後発品 4.20
外用薬 2649731M1071 フェルビナク ３％１ｇ ナパゲルン軟膏３％ ワイス 9.40
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 8.50
外用薬 2649731N1034 フェルビナク ３％１ｇ ナパゲルンクリーム３％ ワイス 9.40
外用薬 2649731Q1030 フェルビナク ３％１ｍＬ スミルローション 三笠製薬 後発品 4.20
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 4.20
外用薬 2649731Q1065 フェルビナク ３％１ｍＬ ナパゲルンローション３％ ワイス 9.40
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 4.20
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