
内注外歯区分 品名 成分 規格単位 メーカー名 薬価

内用薬 セファレキシン顆粒５００ｍｇ「ＪＧ」 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 長生堂製薬 80.90

内用薬 セファレキシン複合顆粒５００ｍｇ「トーワ」 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 東和薬品 80.90

内用薬 ラリキシン錠２５０ｍｇ セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 富士フイルム富山化学 31.50

内用薬 セファレキシン錠２５０「日医工」 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 日医工 31.50
内用薬 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 東和薬品 31.50

内用薬 ラリキシンドライシロップ小児用１０％ セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 富士フイルム富山化学 24.20
内用薬 ラリキシンドライシロップ小児用２０％ セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 富士フイルム富山化学 38.10

内用薬 セファレキシンドライシロップ小児用５０％「日医工」 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 日医工 19.00

内用薬 セファクロル細粒１０％「日医工」 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 日医工 44.30

内用薬 セファクロル細粒小児用１０％「ＪＧ」 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 長生堂製薬 44.30

内用薬 セファクロル細粒小児用１０％「サワイ」 セファクロル １００ｍｇ１ｇ 沢井製薬 44.30
内用薬 セファクロル細粒２０％「日医工」 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ 日医工 19.60

内用薬 トキクロルカプセル２５０ｍｇ セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル コーアイセイ 43.80

内用薬 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 辰巳化学 54.70

内用薬 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 東和薬品 54.70

内用薬 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 日医工 43.80
内用薬 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＪＧ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 長生堂製薬 54.70

内用薬 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＳＮ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル シオノケミカル 43.80

内用薬 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 沢井製薬 54.70

内用薬 セフテラムピボキシル細粒小児用１０％「日医工」 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 日医工 42.20

内用薬 セフジニル錠５０ｍｇ「サワイ」 セフジニル ５０ｍｇ１錠 沢井製薬 28.30
内用薬 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＴＹＫ」 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 武田テバ薬品 28.30

内用薬 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 陽進堂 28.30

内用薬 セフジニルカプセル５０ｍｇ「日医工」 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 日医工 52.00

内用薬 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 長生堂製薬 52.00

内用薬 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル マイラン製薬 28.30

内用薬 セフジニルカプセル５０ｍｇ「トーワ」 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 東和薬品 28.30
内用薬 セフジニル錠１００ｍｇ「サワイ」 セフジニル １００ｍｇ１錠 沢井製薬 30.00

内用薬 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＴＹＫ」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 武田テバ薬品 30.00

内用薬 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＹＤ」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 陽進堂 30.00

内用薬 セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 日医工 59.70

内用薬 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 長生堂製薬 59.70

内用薬 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル マイラン製薬 30.00
内用薬 セフジニルカプセル１００ｍｇ「トーワ」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 東和薬品 30.00

内用薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＣＨ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 長生堂製薬 166.30

内用薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＥＭＥＣ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ メディサ新薬 90.70

内用薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「サワイ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 沢井製薬 90.70

内用薬 セフジトレンピボキシル細粒小児用１０％「トーワ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 東和薬品 90.70
内用薬 セフジトレンピボキシル細粒１０％小児用「日医工」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 日医工ファーマ 90.70

内用薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＯＫ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 大蔵製薬 166.30

内用薬 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「ＣＨ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠 長生堂製薬 46.00

内用薬 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワイ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠 沢井製薬 29.30

内用薬 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「トーワ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠 東和薬品 29.30
内用薬 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「日医工」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠 日医工ファーマ 29.30

内用薬 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「ＯＫ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠 大蔵製薬 29.30

内用薬 ホスホマイシンカルシウムカプセル２５０ｍｇ「日医工」 ホスホマイシンカルシウム水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 日医工 40.20

内用薬 ホスホマイシンカルシウムカプセル５００ｍｇ「日医工」 ホスホマイシンカルシウム水和物 ５００ｍｇ１カプセル 日医工 64.10

内用薬 ホスホマイシンカルシウムドライシロップ４０％「日医工」 ホスホマイシンカルシウム水和物 ４００ｍｇ１ｇ 日医工 86.20

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ 沢井製薬 20.00
内用薬 ハリゾン錠１００ｍｇ アムホテリシンＢ １００ｍｇ１錠 富士製薬工業 31.10

内用薬 ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 富士製薬工業 49.40

内用薬 ノルフロキサシン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 陽進堂 6.40

内用薬 ノルフロキサシン錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 エルメッド 6.40

内用薬 ノルフロキサシン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 鶴原製薬 6.40
内用薬 ノルフロキサシン錠１００ｍｇ「サワイ」 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 沢井製薬 40.90

内用薬 ノルフロキサシン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 陽進堂 6.90

内用薬 ノルフロキサシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 エルメッド 6.90



内用薬 ノルフロキサシン錠２００ｍｇ「ツルハラ」 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 鶴原製薬 6.90

内用薬 ノルフロキサシン錠２００ｍｇ「サワイ」 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 沢井製薬 64.20

内用薬 オフロキサシン錠１００ｍｇ「サワイ」 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 沢井製薬 82.80

内用薬 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 鶴原製薬 49.00

内用薬 オフロキサシン錠１００ｍｇ「テバ」 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 武田テバ薬品 49.00
内用薬 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 長生堂製薬 49.00

内用薬 ダイフェン配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム １ｇ 鶴原製薬 60.30
内用薬 ダイフェン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム １錠 鶴原製薬 15.90

内用薬 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 富士製薬工業 46.90

内用薬 チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 富士製薬工業 125.00

内用薬 ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル 帝國製薬 671.30

内用薬 ＭＳツワイスロンカプセル６０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１カプセル 帝國製薬 1,211.90
内用薬 ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル 帝國製薬 245.60

注射薬 マルトース輸液１０％「フソー」 マルトース水和物 １０％５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 210.00

注射薬 マドロス輸液１０％ マルトース水和物 １０％２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 211.00

注射薬 マルトース輸液１０％「フソー」 マルトース水和物 １０％２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 211.00

注射薬 イントラリポス輸液１０％ ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場 1,058.00
注射薬 イントラリポス輸液２０％ ダイズ油 ２０％１００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 817.00

注射薬 イントラリポス輸液２０％ ダイズ油 ２０％２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場 1,376.00

注射薬 イントラリポス輸液２０％ ダイズ油 ２０％５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場 627.00

注射薬 リプラス１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 124.00

注射薬 リプラス１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 124.00
注射薬 ソルデム１輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 124.00

注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 陽進堂 124.00

注射薬 リプラス１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 155.00

注射薬 リプラス１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 155.00

注射薬 ソルデム１輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 155.00

注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 陽進堂 155.00
注射薬 デノサリン１輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 172.00

注射薬 デノサリン１輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 132.00

注射薬 ソルデム３ＰＧ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 191.00

注射薬 ソルデム３ＰＧ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 169.00

注射薬 ハルトマン－Ｇ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア 155.00

注射薬 ヒシナルク３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 ニプロ 155.00
注射薬 ソルデム３Ａ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 155.00

注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 陽進堂 155.00

注射薬 ユエキンキープ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 光製薬 155.00

注射薬 ヒシナルク３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 ニプロ 155.00

注射薬 ソルデム３Ａ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 155.00
注射薬 ハルトマン－Ｇ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 共和クリティケア 155.00

注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 陽進堂 155.00

注射薬 ユエキンキープ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 光製薬 155.00

注射薬 ソルデム３Ａ輸液 維持液 １Ｌ１袋 テルモ 208.00

注射薬 ソルデム３ＡＧ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 146.00
注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 陽進堂 146.00

注射薬 ソルデム３ＡＧ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 160.00

注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 陽進堂 160.00

注射薬 ソルデム３輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 177.00

注射薬 ソルデム３輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 169.00

注射薬 フルクトラクト注 維持液 ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 185.00
注射薬 フルクトラクト注 維持液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 185.00

注射薬 アステマリン３号ＭＧ輸液 維持液 ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 183.00

注射薬 ソルデム６輸液 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 177.00

注射薬 ソルデム６輸液 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 135.00

注射薬 ソルデム２輸液 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 156.00
注射薬 ソルデム２輸液 脱水補給液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 113.00

注射薬 ハルトマン液「コバヤシ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア 204.00

注射薬 ソルラクト輸液 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ 204.00



注射薬 ハルトマン輸液「ＮＰ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ニプロ 204.00

注射薬 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ニプロ 204.00

注射薬 ハルトマン液「コバヤシ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 共和クリティケア 204.00

注射薬 ソルラクト輸液 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 テルモ 271.00

注射薬 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ニプロ 271.00
注射薬 ソルラクト輸液 乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ 180.00

注射薬 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 144.00
注射薬 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 144.00

注射薬 ニソリ・Ｓ注 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 193.00

注射薬 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 193.00

注射薬 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 193.00

注射薬 ソルラクトＳ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ 193.00
注射薬 ラクテックＧ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 193.00

注射薬 ソルラクトＳ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ 143.00

注射薬 ラクテックＧ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場 143.00

注射薬 ラクテックＧ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル １Ｌ１袋 大塚製薬工場 301.00

注射薬 ハルトマンＤ液「小林」 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア 160.00
注射薬 ソルラクトＤ輸液 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ 160.00

注射薬 ラクテックＤ輸液 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 160.00

注射薬 ハルトマンＤ液「小林」 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 共和クリティケア 160.00

注射薬 ソルラクトＤ輸液 ブドウ糖加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ 143.00

注射薬 ニソリＭ注 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 242.00
注射薬 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 242.00

注射薬 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 242.00

注射薬 ニソリＭ注 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 マイラン製薬 242.00

注射薬 ソルラクトＴＭＲ輸液 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ 242.00

注射薬 ニソリＭ注 マルトース加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１瓶 マイラン製薬 206.00

注射薬 ニソリＭ注 マルトース加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 マイラン製薬 206.00
注射薬 ソルラクトＴＭＲ輸液 マルトース加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ 206.00

注射薬 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 マルトース加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 180.00

注射薬 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 マルトース加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 180.00

注射薬 ペンライブ注 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 162.00

注射薬 エスロンＢ注 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 共和クリティケア 162.00

注射薬 ペンライブ注 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 マイラン製薬 162.00
注射薬 ソルマルト輸液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ 162.00

注射薬 アクマルト輸液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 光製薬 162.00

注射薬 ペンライブ注 酢酸維持液 ３００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 185.00

注射薬 ペンライブ注 酢酸維持液 ３００ｍＬ１袋 マイラン製薬 185.00

注射薬 エスロンＢ注 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア 196.00
注射薬 ペンライブ注 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 196.00

注射薬 ペンライブ注 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 マイラン製薬 196.00

注射薬 ソルマルト輸液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ 196.00

注射薬 アクマルト輸液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 光製薬 196.00

注射薬 エスロンＢ注 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 共和クリティケア 196.00
注射薬 ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 188.00

注射薬 ソリューゲンＧ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 共和クリティケア 188.00

注射薬 ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 マイラン製薬 188.00

注射薬 ソリューゲンＧ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア 197.00

注射薬 ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬 197.00

注射薬 アクメインＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 光製薬 187.00
注射薬 ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 マイラン製薬 197.00

注射薬 ソルアセトＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ 187.00

注射薬 リナセートＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 187.00

注射薬 ソリューゲンＧ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 共和クリティケア 197.00

注射薬 アクメインＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 光製薬 187.00
注射薬 ソルアセトＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ 186.00

注射薬 ソリューゲンＧ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 共和クリティケア 166.00

注射薬 ソルアセトＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 テルモ 154.00



注射薬 リナセートＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 154.00

注射薬 アクメインＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 光製薬 154.00

注射薬 アルトフェッド注射液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 200.00

注射薬 アルトフェッド注射液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業 204.00

注射薬 アルトフェッド注射液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 204.00
注射薬 アルトフェッド注射液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業 200.00

注射薬 ソリューゲンＦ注 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア 176.00
注射薬 ソルアセトＦ輸液 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ 176.00

注射薬 リナセートＦ輸液 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ 176.00

注射薬 ソリューゲンＦ注 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 共和クリティケア 176.00

注射薬 ソルアセトＦ輸液 酢酸リンゲル １Ｌ１袋 テルモ 216.00

注射薬 リンコマイシン塩酸塩注射液３００ｍｇ「トーワ」 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 東和薬品 73.00
注射薬 リンコマイシン塩酸塩注射液６００ｍｇ「トーワ」 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 東和薬品 97.00

注射薬 クリンダマイシン注射液３００ｍｇ「タイヨー」 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 武田テバファーマ 143.00

注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００ｍｇ「サワイ」 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 沢井製薬 143.00

注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍｇ「トーワ」 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 東和薬品 143.00

注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍｇ「Ｆ」 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 富士製薬工業 143.00
注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００ｍｇ「ＮＰ」 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 ニプロ 400.00

注射薬 クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 武田テバファーマ 192.00

注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「サワイ」 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 沢井製薬 192.00

注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍｇ「トーワ」 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 東和薬品 192.00

注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍｇ「Ｆ」 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 富士製薬工業 192.00
注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 ニプロ 582.00

注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「ＨＫ」 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 大興製薬 2,726.00

注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「ケミファ」 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 シオノケミカル 2,726.00

注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「テバ」 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 武田テバファーマ 2,726.00

注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＨＫ」 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 大興製薬 2,557.00

注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ケミファ」 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 シオノケミカル 2,557.00
注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「テバ」 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 武田テバファーマ 2,557.00

注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「ＨＫ」 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 大興製薬 2,225.00

注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「ケミファ」 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 シオノケミカル 2,225.00

注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「テバ」 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 武田テバファーマ 2,225.00

注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ＨＫ」 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 大興製薬 3,219.00

注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ケミファ」 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 シオノケミカル 3,219.00
注射薬 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「テバ」 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 武田テバファーマ 3,219.00

注射薬 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「サワイ」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 沢井製薬 97.00

注射薬 アミカシン硫酸塩注１００ｍｇ「ＮＰ」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 ニプロ 347.00

注射薬 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 日医工ファーマ 347.00

注射薬 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「Ｆ」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 富士製薬工業 347.00
注射薬 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「明治」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 347.00

注射薬 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サワイ」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 沢井製薬 103.00

注射薬 アミカシン硫酸塩注２００ｍｇ「ＮＰ」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 ニプロ 610.00

注射薬 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 日医工ファーマ 610.00

注射薬 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「Ｆ」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 富士製薬工業 610.00
注射薬 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「明治」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 610.00

注射薬 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 日医工 374.00

注射薬 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ「日医工」 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 日医工 732.00

注射薬 ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 ピペラシリンナトリウム １ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） ニプロ 831.00

注射薬 ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ「ＮＰ」 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） ニプロ 1,109.00

注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 日医工 116.00
注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 富士製薬工業 116.00

注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 日医工 291.00

注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 富士製薬工業 273.00

注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 日医工 307.00

注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 富士製薬工業 307.00
注射薬 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ニプロ 362.00

注射薬 ホスホマイシンナトリウム静注用０．５ｇ「日医工」 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 日医工 362.00

注射薬 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 高田製薬 362.00



注射薬 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ニプロ 587.00

注射薬 ホスホマイシンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 日医工 587.00

注射薬 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 高田製薬 587.00

注射薬 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ニプロ 863.00

注射薬 ホスホマイシンナトリウム静注用２ｇ「日医工」 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 日医工 863.00
注射薬 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 高田製薬 863.00

注射薬 注射用ビクシリンＳ１００ アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 （１００ｍｇ）１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 65.00
注射薬 注射用ビクシリンＳ５００ アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 （５００ｍｇ）１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 219.00

注射薬 注射用ビクシリンＳ１０００ アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 （１ｇ）１瓶 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 396.00

注射薬 ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ「Ｆ」 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 富士製薬工業 5,996.00

注射薬 ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」 ガンシクロビル ５００ｍｇ１瓶 マイラン製薬 5,264.00

外用薬 リュウアト１％眼軟膏 アトロピン硫酸塩水和物 １％１ｇ 参天製薬 77.00
外用薬 日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和物 １％５ｍＬ１瓶 日本点眼薬研究所 296.60

外用薬 ネオベノール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ 日本点眼薬研究所 13.60

外用薬 オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％「ニットー」 オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ 日東メディック 13.60

外用薬 クロラムフェニコール点眼液０．５％「ニットー」 クロラムフェニコール ５ｍｇ１ｍＬ 日東メディック 18.00

外用薬 アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 アシクロビル ３％１ｇ 東亜薬品 363.20
外用薬 アシクロビル眼軟膏３％「日点」 アシクロビル ３％１ｇ 日本点眼薬研究所 363.20

外用薬 オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」 オフロキサシン ０．３％１ｇ 東亜薬品 60.40

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「ＣＨＯＳ」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ シー・エイチ・オー新薬 39.00

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「テバ」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 武田テバ薬品 39.00

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「ＪＧ」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 長生堂製薬 107.40
外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「日医工」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 日医工 107.40

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「日新」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 日新製薬（山形） 39.00

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「サワイ」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 沢井製薬 107.40

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「杏林」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ キョーリンリメディオ 39.00

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「トーワ」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 東和薬品 39.00

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「日点」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 大興製薬 39.00
外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「ニットー」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 東亜薬品 39.00

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「わかもと」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 富士薬品 39.00

外用薬 オフロキサシンゲル化点眼液０．３％「わかもと」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ わかもと製薬 39.00

外用薬 ノルフロキサシン点眼液０．３％「ＮｉｋＰ」 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ 日医工ファーマ 110.60

外用薬 ノルフロキサシン点眼液０．３％「日新」 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ 日新製薬（山形） 110.60

外用薬 ノルフロキサシン点眼液０．３％「わかもと」 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ わかもと製薬 110.60
外用薬 ノルフロキサシン点眼液０．３％「ニットー」 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ 富士薬品 44.50

外用薬 ノルフロキサシン点眼液０．３％「杏林」 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ キョーリンリメディオ 44.50

外用薬 ノルフロキサシン点眼液０．３％「ツルハラ」 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ 鶴原製薬 44.50

外用薬 オフサロン点眼液 クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム ５ｍＬ１瓶 わかもと製薬 127.80

外用薬 コリナコール点眼液 クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム ５ｍＬ１瓶 日本点眼薬研究所 127.80
外用薬 ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸

塩
１ｍＬ 日本点眼薬研究所 78.20

外用薬 オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」 オフロキサシン ３ｍｇ１ｍＬ セオリアファーマ 63.90

外用薬 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 帝國製薬 100.10

外用薬 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 山善製薬 100.10

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 ムネ製薬 100.10
外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 健栄製薬 100.10

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 明治薬品 107.70

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 健栄製薬 107.70

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 グリセリン ５０％５０ｍＬ１個 健栄製薬 107.70

外用薬 グリセリン浣腸「オヲタ」６０ グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 帝國製薬 107.70

外用薬 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 山善製薬 107.70
外用薬 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 明治薬品 107.70

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 ムネ製薬 107.70

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 健栄製薬 107.70

外用薬 グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 帝國製薬 140.60

外用薬 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 山善製薬 140.60
外用薬 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 明治薬品 140.60

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 ムネ製薬 140.60

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 健栄製薬 140.60



外用薬 グリセリン浣腸「オヲタ」１５０ グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 帝國製薬 166.90

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 明治薬品 166.90

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１５０ｍＬ グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 ムネ製薬 166.90

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 健栄製薬 166.90

外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 グリセリン ５０％９０ｍＬ１個 健栄製薬 111.00
外用薬 クロラムフェニコール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 富士製薬工業 71.70

外用薬 プレポダインスクラブ０．７５％ ヨウ素 １０ｍＬ 丸石製薬 21.90
外用薬 プレポダインソリューション１％ ヨウ素 １０ｍＬ 丸石製薬 21.50

外用薬 プレポダインフィールド１％ ヨウ素 １０ｍＬ 丸石製薬 29.00

外用薬 ５０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 山善製薬 3.90

外用薬 ５０％消毒用イソプロパノール「三恵」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 三恵薬品 3.90

外用薬 ５０％消毒用イソプロパノール「東海」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 東海製薬 3.90
外用薬 ５０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 日興製薬 3.90

外用薬 ５０Ｖ／Ｖ％消毒用イソプロ「コザカイ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 小堺製薬 3.90

外用薬 ５０％イソプロパノールワコー イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 富士フイルムワコーケミカル 3.90

外用薬 消毒用イソプロパノール液５０％「ヤクハン」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ヤクハン製薬 3.90

外用薬 イソプロ－５０％消毒液「シオエ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ シオエ製薬 3.90
外用薬 イソプロパノール消毒液５０％「タイセイ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 大成薬品工業 3.90

外用薬 イソプロパノール消毒液５０％「ヨシダ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 吉田製薬 3.90

外用薬 消プロ（ハチ）消毒液５０％ イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 東洋製薬化成 3.90

外用薬 イソプロパノール消毒液５０％「カネイチ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 兼一薬品工業 3.90

外用薬 イソプロパノール消毒液５０％「メタル」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 中北薬品 3.90
外用薬 イソプロパノール消毒液５０％「イマヅ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 今津薬品工業 3.90

外用薬 イソプロパノール消毒液５０％「昭和」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 昭和製薬 3.90

外用薬 イソプロパノール消毒液５０％「ニプロ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ニプロ 3.90

外用薬 イソプロパノール消毒液５０％「ケンエー」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 健栄製薬 3.90

外用薬 イソプロパノール消毒液５０％「シオエ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ シオエ製薬 3.90

外用薬 イソプロパノール消毒液５０％〈ハチ〉 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 東洋製薬化成 3.90
外用薬 ７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 日興製薬 4.50

外用薬 ７０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 山善製薬 4.50

外用薬 ７０％イソプロ液「ヤクハン」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ヤクハン製薬 4.50

外用薬 ７０％イソプロパノール「東海」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 東海製薬 4.50

外用薬 ７０％イソプロパノールワコー イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 富士フイルムワコーケミカル 4.50

外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「純生」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 小堺製薬 4.50
外用薬 イソプロ－７０％消毒液「シオエ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ シオエ製薬 4.50

外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「タイセイ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 大成薬品工業 4.50

外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「ヨシダ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 吉田製薬 4.50

外用薬 消プロ（ハチ）消毒液７０％ イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 東洋製薬化成 4.50

外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「カネイチ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 兼一薬品工業 4.50
外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「メタル」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 中北薬品 4.50

外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「ニプロ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ニプロ 4.50

外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「ケンエー」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 健栄製薬 4.50

外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「東豊」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 東豊薬品 4.50

外用薬 イソプロパノール消毒Ｂ液７０％「ケンエー」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 健栄製薬 4.50
外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「シオエ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ シオエ製薬 4.50

外用薬 イソプロパノール消毒液７０％〈ハチ〉 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 東洋製薬化成 4.50

外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「ヤクハン」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ヤクハン製薬 4.50

外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ 武田テバファーマ 6.40

外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ 岩城製薬 6.40

外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ 富士製薬工業 11.00
外用薬 デルモゾールＧ軟膏 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ 岩城製薬 27.70

外用薬 ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ 東和薬品 25.20

外用薬 デキサンＶＧ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ 富士製薬工業 27.70

外用薬 ベトノバールＧ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ 佐藤製薬 27.70

外用薬 デルモゾールＧクリーム ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ 岩城製薬 27.70
外用薬 ベトノバールＧクリーム０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ 佐藤製薬 27.70

外用薬 デルモゾールＧローション ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍＬ 岩城製薬 27.70

歯科用薬剤 キシレステシンＡ注射液（カートリッジ） リドカイン塩酸塩・アドレナリン １．８ｍＬ１管 スリーエム　ジャパン　イノベーション 79.60



歯科用薬剤 エピリド配合注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ リドカイン塩酸塩・アドレナリン １．８ｍＬ１管 ニプロ 66.50


