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薬価

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 後発品 59.10

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 後発品 56.00

歯科用薬剤 2710803U1044 塩酸リドカイン・酒石酸
水素エピネフリン

１．８ｍＬ１管 オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍ
Ｌ

昭和薬品化工 後発品 59.10

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 後発品 59.10

歯科用薬剤 2710803U2032 塩酸リドカイン・酒石酸
水素エピネフリン

１ｍＬ１管 オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍ
Ｌ

昭和薬品化工 後発品 59.10

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 76.00

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

後発品 61.70

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 92.00
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 72.00

歯科用薬剤 2710813U1030 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
カートリッジ

デンツプライ三金 72.00

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 後発品 71.50
歯科用薬剤 2710816P1030 アミノ安息香酸エチル １ｇ ビーゾカイン歯科用ゼリー２０％ 福地製薬 後発品 71.50
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 後発品 63.00
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％ アグサジャパン 後発品 72.50
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％ アグサジャパン 後発品 76.30
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 12.60
歯科用薬剤 2710817V1033 塩酸テトラカイン １枚 コーパロン歯科用表面麻酔液６％ 昭和薬品化工 12.60
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 112.50

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 85.80

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 222.30

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 226.80

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 628.50

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 後発品 389.70

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５ｍ
ｇ

昭和薬品化工 16.60

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 21.50
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 170.20

歯科用薬剤 2790810M1037 酢酸ヒドロコルチゾン・
ヒノキチオール配合剤

１ｇ ヒノポロン口腔用軟膏 昭和薬品化工 170.20

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 239.60

歯科用薬剤 2790810U1037 酢酸ヒドロコルチゾン・
ヒノキチオール配合剤

０．５ｇ１筒 ヒノポロン口腔用軟膏キット 昭和薬品化工 239.60

歯科用薬剤 2790811M1023 エピジヒドロコレステリ
ン

１０％１ｇ ヂヒドリン軟膏 ゼリア新薬工業 110.90
歯科用薬剤 2790818V1039 酸化亜鉛・チョウジ油 散剤（液剤を含む）１

ｇ
サージカルパック口腔用 昭和薬品化工 後発品 63.80

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％「ＫＹＳ」

協和新薬 4.70

歯科用薬剤 2790820Q1040 塩化ベンゼトニウム １ｍＬ ネオステリングリーンうがい液０．
２％

日本歯科薬品 5.40
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 296.10

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 285.60

歯科用薬剤 2790821Q1037 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ゼット液 東洋製薬化成 285.60
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