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追加掲載_4月版

【追加掲載情報に関する説明】

当月は追加薬品はございません。
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削除掲載_4月版

コード 商品名 一般名 規格 製造会社名 削除理由

1116700X1037 笑気ガス（住友精化） 亜酸化窒素 １ｇ 住友精化 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1124009F1380 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ブロチゾラム０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1124020C1053 セニラン細粒１％ ブロマゼパム１％細粒 １％１ｇ サンド （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1129007F1034 アモバンテス錠７．５ ゾピクロン７．５ｍｇ錠 ７．５ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1129007F2081 アモバンテス錠１０ ゾピクロン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1139004F1045 バレリン錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 大日本住友製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1139004F1100 バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 バルプロ酸ナトリウム１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1139004F2106 バレリン錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム錠 ２００ｍｇ１錠 大日本住友製薬 経過措置期限終了

1139004F2181 バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 バルプロ酸ナトリウム錠 ２００ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

1139004Q1089 バレリンシロップ５％ バルプロ酸ナトリウムシロップ ５％１ｍＬ 大日本住友製薬 経過措置期限終了

1141007C1113
アセトアミノフェン細粒２０％「タツ
ミ」

アセトアミノフェン細粒 ２０％１ｇ 丸石製薬 経過措置期限終了

1141007F1110 アセトアミノフェン錠２００「タツミ」 アセトアミノフェン錠 ２００ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

1143001X1074 「純生」アスピリン アスピリン １０ｇ 小堺製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1143400A2092 ハフトロン静注０．５ｇ サリチル酸ナトリウム注射液 ５％１０ｍＬ１管 東和薬品 経過措置期限終了

1144002X1025 ヨシピリン イソプロピルアンチピリン １ｇ 吉田製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1147002F1633 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 ニプロ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1149019C1181
ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＴＣ
Ｋ」

ロキソプロフェンナトリウム１０％細
粒

１０％１ｇ 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1149019F1501 ロキプロナール錠６０ｍｇ
ロキソプロフェンナトリウム水和物
錠

６０ｍｇ１錠 寿製薬 経過措置期限終了

1149020F1024 カルフェニール錠４０ｍｇ ロベンザリット二ナトリウム錠 ４０ｍｇ１錠 中外製薬 経過措置期限終了

1149020F2020 カルフェニール錠８０ｍｇ ロベンザリット二ナトリウム錠 ８０ｍｇ１錠 中外製薬 経過措置期限終了

1149035F1047 メロキシカム錠５ｍｇ「ＪＧ」 メロキシカム錠 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック 経過措置期限終了

1149035F1080 メロキシカム錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 メロキシカム錠 ５ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

1149035F1209 メロキシカム錠５ｍｇ「ユートク」 メロキシカム錠 ５ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

1149035F2043 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＪＧ」 メロキシカム錠 １０ｍｇ１錠 日本ジェネリック 経過措置期限終了

1149035F2086 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 メロキシカム錠 １０ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

1149035F2205 メロキシカム錠１０ｍｇ「ユートク」 メロキシカム錠 １０ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

1169005F1235 パドパリン錠２．５ｍｇ ブロモクリプチンメシル酸塩錠 ２．５ｍｇ１錠 寿製薬 経過措置期限終了

1169005F1286
ブロモクリプチンメシル酸塩錠２．５
ｍｇ「アメル」

ブロモクリプチンメシル酸塩２．５ｍ
ｇ錠

２．５ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1169008D1025 ペルゴリン顆粒０．０２５％ ペルゴリドメシル酸塩顆粒 ０．０２５％１ｇ 日医工 経過措置期限終了

1169012F1111
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＴＣＫ」

プラミペキソール塩酸塩水和物錠 ０．１２５ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

1169012F1197
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「明治」

プラミペキソール塩酸塩水和物錠 ０．１２５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 経過措置期限終了

1169012F2118
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

プラミペキソール塩酸塩水和物錠 ０．５ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

1169012F2193
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍ
ｇ「明治」

プラミペキソール塩酸塩水和物錠 ０．５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 経過措置期限終了

1169015F1026 トレリーフ錠２５ｍｇ ゾニサミド錠 ２５ｍｇ１錠 大日本住友製薬 経過措置期限終了

1179006B1030 プロピタン散１０％ ピパンペロン塩酸塩散 １０％１ｇ サンノーバ 経過措置期限終了

【薬品マスタ削除品目に関する説明】
統一名収載品は経過措置期限がないため、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）から提供される医薬品マスタデータに準じて
削除をしております。
弊社医薬品マスタから削除後も保険請求は可能な場合もございますので、ご留意ください。

※1：これまでに経過措置期限の告示がなく、2021年3月5日告示（2021年4月1日以降適用）の薬価基準に収載されなかった統一名収載品目です。
※2：経過措置期限の告示としては、統一名収載品目の一般名ですが、当該統一名収載品目の商品も併せて掲載しております。
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削除掲載_4月版

コード 商品名 一般名 規格 製造会社名 削除理由

1179022C1034 オーラップ細粒１％ ピモジド細粒 １％１ｇ アステラス製薬 経過措置期限終了

1179022F1022 オーラップ錠１ｍｇ ピモジド錠 １ｍｇ１錠 アステラス製薬 経過措置期限終了

1179022F2029 オーラップ錠３ｍｇ ピモジド錠 ３ｍｇ１錠 アステラス製薬 経過措置期限終了

1179025F1271 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 エチゾラム０．５ｍｇ錠 ０．５ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179025F2235 エチゾラム錠１ｍｇ「ＫＮ」 エチゾラム錠 １ｍｇ１錠 小林化工 経過措置期限終了

1179025F3061 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＫＮ」 エチゾラム０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179039F1060
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５
ｍｇ「ＦＦＰ」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

1179039F2067
フルボキサミンマレイン酸塩錠５０
ｍｇ「ＦＦＰ」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

1179039F3063
フルボキサミンマレイン酸塩錠７５
ｍｇ「ＦＦＰ」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ７５ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

1179040F1039
ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

ミルナシプラン塩酸塩錠 １５ｍｇ１錠 アルフレッサ　ファーマ 経過措置期限終了

1179040F2035
ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

ミルナシプラン塩酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 アルフレッサ　ファーマ 経過措置期限終了

1179040F3066
ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「ＡＦＰ」

ミルナシプラン塩酸塩錠 １２．５ｍｇ１錠 アルフレッサ　ファーマ 経過措置期限終了

1179040F4046
ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

ミルナシプラン塩酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 アルフレッサ　ファーマ 経過措置期限終了

1179041F1084 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 パロキセチン塩酸塩水和物錠 １０ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 経過措置期限終了

1179041F2080 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 パロキセチン塩酸塩水和物錠 ２０ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 経過措置期限終了

1179041F3079 パロキセチン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 パロキセチン塩酸塩水和物錠 ５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 経過措置期限終了

1179406A1029 ネオペリドール注５０
ハロペリドールデカン酸エステル
注射液

５０ｍｇ１ｍＬ１管 ジョンソン・エンド・ジョンソン 経過措置期限終了

1179406A2025 ネオペリドール注１００
ハロペリドールデカン酸エステル
注射液

１００ｍｇ１ｍＬ１
管

ジョンソン・エンド・ジョンソン 経過措置期限終了

1190012F1050 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「ＤＳＰ」 ドネペジル塩酸塩錠 ３ｍｇ１錠 大日本住友製薬 経過措置期限終了

1190012F2057 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 ドネペジル塩酸塩錠 ５ｍｇ１錠 大日本住友製薬 経過措置期限終了

1190012F3037
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳ
Ｐ」

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 ３ｍｇ１錠 大日本住友製薬 経過措置期限終了

1190012F3061
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

ドネペジル塩酸塩３ｍｇ口腔内崩
壊錠

３ｍｇ１錠 寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1190012F4033
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳ
Ｐ」

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 ５ｍｇ１錠 大日本住友製薬 経過措置期限終了

1190012F4068
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 ５ｍｇ１錠 寿製薬 経過措置期限終了

1190012F5056
ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳ
Ｐ」

ドネペジル塩酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 大日本住友製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1190012F6044
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｄ
ＳＰ」

ドネペジル塩酸塩１０ｍｇ口腔内崩
壊錠

１０ｍｇ１錠 大日本住友製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1190012F6079
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

ドネペジル塩酸塩１０ｍｇ口腔内崩
壊錠

１０ｍｇ１錠 寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1190401A2011 エダラボン３０ｍｇ２０ｍＬ注射液
３０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

経過措置期限終了

1190401A2038 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「Ｆ」 エダラボン３０ｍｇ２０ｍＬ注射液
３０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

富士製薬 ※2

1190401G1204
エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッ
グ「Ｆ」

エダラボン３０ｍｇ１００ｍＬキット
３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1211701X1049 塩酸プロカイン「ホエイ」 プロカイン塩酸塩 １ｇ マイラン製薬 経過措置期限終了

1214001Q1022 メドカイン内用ゼリー２％ リドカイン塩酸塩ゼリー ２％１ｇ メドレックス 経過措置期限終了

1219002D1048 ストロカイン顆粒５％ オキセサゼイン顆粒 ５％１ｇ サンノーバ 経過措置期限終了

1231010M1020 アボビスカプセル２５
アクラトニウムナパジシル酸塩カプ
セル

２５ｍｇ１カプセル 富士フイルム富山化学 経過措置期限終了

1231010M2027 アボビスカプセル５０
アクラトニウムナパジシル酸塩カプ
セル

５０ｍｇ１カプセル 富士フイルム富山化学 経過措置期限終了

1249005F1092 ゼスン錠３０ｍｇ チメピジウム臭化物３０ｍｇ錠 ３０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1249009F1333 ミオナベース錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1249009F1341 ミオリラーク錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1249009F1392 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＮ」 エペリゾン塩酸塩５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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削除掲載_4月版

コード 商品名 一般名 規格 製造会社名 削除理由

1319703Q2094 アズラビン点眼液０．０２％
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物液

０．０２％５ｍＬ１
瓶

日本点眼薬研究所 経過措置期限終了

1319717Q1308 インタール点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム液
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

サノフィ 経過措置期限終了

1319717Q2037 インタール点眼液ＵＤ２％ クロモグリク酸ナトリウム液
７ｍｇ０．３５ｍＬ１
個

サノフィ 経過措置期限終了

1319719M1054 ビルレクス眼軟膏３％ アシクロビル３％眼軟膏 ３％１ｇ 日本点眼薬研究所 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Q1083 プロビスク０．４眼粘弾剤１％
精製ヒアルロン酸ナトリウム１％
０．４ｍＬ液

１％０．４ｍＬ１筒 日本アルコン （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Q1121 ヒアガード０．４眼粘弾剤１％
精製ヒアルロン酸ナトリウム１％
０．４ｍＬ液

１％０．４ｍＬ１筒 日本点眼薬研究所 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Q3094 ヒアロンサン点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 ０．１％５ｍＬ１瓶 東亜薬品 経過措置期限終了

1319720Q6085 プロビスク０．７眼粘弾剤１％
精製ヒアルロン酸ナトリウム１％
０．７ｍＬ液

１％０．７ｍＬ１筒 日本アルコン （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Q7170 ヒアガード０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 １％０．６ｍＬ１筒 日本点眼薬研究所 経過措置期限終了

1319720Q7200 プロビスク０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 １％０．６ｍＬ１筒 日本アルコン 経過措置期限終了

1319720Q8169 ヒアガード０．８５眼粘弾剤１％
精製ヒアルロン酸ナトリウム１％
０．８５ｍＬ液

１％０．８５ｍＬ１
筒

日本点眼薬研究所 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Q8177 プロビスク０．８５眼粘弾剤１％
精製ヒアルロン酸ナトリウム１％
０．８５ｍＬ液

１％０．８５ｍＬ１
筒

日本アルコン （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Y2098 ヒアロンサン点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 ０．３％５ｍＬ１瓶 東亜薬品 経過措置期限終了

1319722Q1155 オフテクター点眼液０．３％
オフロキサシン０．３％１ｍＬ点眼
液

０．３％１ｍＬ 富士薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319727Q1212 マリオットン点眼液０．３％
ノルフロキサシン０．３％１ｍＬ点眼
液

０．３％１ｍＬ 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319730Q1230
ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＯ
Ａ」

ケトチフェンフマル酸塩液
３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

東亜薬品 経過措置期限終了

1319730Q1320 マゴチフェン点眼液０．０５％
ケトチフェンフマル酸塩３．４５ｍｇ５
ｍＬ点眼液

３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319742Q1144
レボフロキサシン点眼液０．５％
「キッセイ」

レボフロキサシン水和物液 ０．５％１ｍＬ キッセイ薬品 経過措置期限終了

1319742Q2175
レボフロキサシン点眼液１．５％
「キッセイ」

レボフロキサシン１．５％１ｍＬ点
眼液

１．５％１ｍＬ キッセイ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319800M1040 エリコリ眼軟膏Ｔ
エリスロマイシンラクトビオン酸塩・
コリスチンメタンスルホン酸ナトリウ
ム眼軟膏

１ｇ 日東メディック 経過措置期限終了

1324700Q1035 ナシビン点鼻・点眼液０．０５％ オキシメタゾリン塩酸塩液 ０．０５％１ｍＬ 佐藤製薬 経過措置期限終了

1329700Q1210 インタール点鼻液２％ クロモグリク酸ナトリウム液
１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

サノフィ 経過措置期限終了

1329702A1040 リノコートカプセル鼻用５０μｇ
ベクロメタゾンプロピオン酸エステ
ル噴霧剤

５０μｇ１カプセル 帝人ファーマ 経過措置期限終了

1329702R3179 アルロイヤー点鼻液５０μｇ
ベクロメタゾンプロピオン酸エステ
ル８．５ｍｇ８．５ｇ点鼻液

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

セオリア　ファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329702R3187 ナナドラＡＱネーザル５０μｇ
ベクロメタゾンプロピオン酸エステ
ル８．５ｍｇ８．５ｇ点鼻液

８．５ｍｇ８．５ｇ１
瓶

日本化薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329705Q1212
ケトチフェン点鼻液０．０５％「ＴＯ
Ａ」

ケトチフェンフマル酸塩６．０４８ｍｇ
８ｍＬ点鼻液

６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

東亜薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329705Q1301 マゴチフェン点鼻液０．０５％
ケトチフェンフマル酸塩６．０４８ｍｇ
８ｍＬ点鼻液

６．０４８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q1041
キリガミール点鼻液５０μｇ２８噴
霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ点鼻液

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q1068
フルチカゾン点鼻液５０μｇ「アメ
ル」２８噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ点鼻液

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q1122
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「ＣＨ」２８噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ点鼻液

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q1173
ミリカレット点鼻液５０μｇ２８噴霧
用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ点鼻液

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

セオリア　ファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q1190
フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセ
イ」２８噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ点鼻液

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q1262
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「ファイザー」２８噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ点鼻液

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q2048
フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用
「アメル」５６噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
液

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

共和薬品 経過措置期限終了

1329707Q3079
ミリカレット点鼻液５０μｇ５６噴霧
用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
液

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

セオリア　ファーマ 経過措置期限終了

1329707Q3176
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「ＣＨ」５６噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
４．０８ｍｇ８ｍＬ点鼻液

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q3184
キリガミール点鼻液５０μｇ５６噴
霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
液

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

寿製薬 経過措置期限終了

1329707Q3214
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５
０μｇ「ファイザー」５６噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
液

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

マイラン製薬 経過措置期限終了
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1339002F1497
ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

ジフェニドール塩酸塩２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1339002F1519
ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

ジフェニドール塩酸塩２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2115003X1120 安息香酸ナトリウムカフェイン 安息香酸ナトリウムカフェイン １ｇ 山善製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2115009X1020 「純生」無水カフェイン 無水カフェイン １ｇ 小堺製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119001F1418 エホチール錠５ｍｇ エチレフリン塩酸塩錠 ５ｍｇ１錠 サノフィ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119003D1149 ノイキノン顆粒１％ ユビデカレノン顆粒 １％１ｇ エーザイ 経過措置期限終了

2119004F1039 デノパミール錠５ デノパミン錠 ５ｍｇ１錠 日医工ファーマ 経過措置期限終了

2119004F2035 デノパミール錠１０ デノパミン錠 １０ｍｇ１錠 日医工ファーマ 経過措置期限終了

2119006M1029 アカルディカプセル１．２５ ピモベンダンカプセル
１．２５ｍｇ１カプ
セル

日本ベーリンガーインゲルハイ
ム

経過措置期限終了

2119006M2025 アカルディカプセル２．５ ピモベンダンカプセル
２．５ｍｇ１カプセ
ル

日本ベーリンガーインゲルハイ
ム

経過措置期限終了

2119402A1310 カコージン注１００ｍｇ
ドパミン塩酸塩１００ｍｇ５ｍＬ注射
液

１００ｍｇ５ｍＬ１
管

日本製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119402A1400 ツルドパミ点滴静注１００ｍｇ
ドパミン塩酸塩１００ｍｇ５ｍＬ注射
液

１００ｍｇ５ｍＬ１
管

鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119402A3135 ツルドパミ点滴静注５０ｍｇ
ドパミン塩酸塩５０ｍｇ２．５ｍＬ注
射液

５０ｍｇ２．５ｍＬ１
管

鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119402A3151 カコージン注５０ｍｇ
ドパミン塩酸塩５０ｍｇ２．５ｍＬ注
射液

５０ｍｇ２．５ｍＬ１
管

日本製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119402A3160
ドパミン塩酸塩点滴静注５０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ドパミン塩酸塩５０ｍｇ２．５ｍＬ注
射液

５０ｍｇ２．５ｍＬ１
管

ニプロ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119402A4018
ドパミン塩酸塩２００ｍｇ１０ｍＬ注
射液

２００ｍｇ１０ｍＬ１
管

経過措置期限終了

2119402A4174 カコージン注２００ｍｇ ドパミン塩酸塩注射液
２００ｍｇ１０ｍＬ１
管

日本製薬 経過措置期限終了

2119402A4212
ドパミン塩酸塩点滴静注２００ｍｇ
「ＮＰ」

ドパミン塩酸塩２００ｍｇ１０ｍＬ注
射液

２００ｍｇ１０ｍＬ１
管

ニプロ ※2

2119408G1027 ミルリーラＫ注射液２２．５ｍｇ ミルリノンキット
２２．５ｍｇ１５０
ｍＬ１袋

アステラス製薬 経過措置期限終了

2123005F1281
カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

カルテオロール塩酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2123011F1236 クシセミン錠２５ｍｇ アテノロール２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2123011F1309 アテノロール錠２５ｍｇ「ＮＰ」 アテノロール２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 ニプロ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2123011F2160 クシセミン錠５０ｍｇ アテノロール５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2123011F2569 アテノロール錠５０ｍｇ「ＮＰ」 アテノロール５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 ニプロ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2129002M1019 ジソピラミド５０ｍｇカプセル ５０ｍｇ１カプセル 経過措置期限終了

2129002M1124 ジソピランカプセル５０ｍｇ ジソピラミド５０ｍｇカプセル ５０ｍｇ１カプセル 鶴原製薬 ※2

2129002M2015 ジソピラミド１００ｍｇカプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

経過措置期限終了

2129002M2180 ジソピランカプセル１００ｍｇ ジソピラミド１００ｍｇカプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

鶴原製薬 ※2

2139004F1040 ルネトロン錠１ｍｇ ブメタニド錠 １ｍｇ１錠 第一三共 経過措置期限終了

2139011F1023 サムスカ錠１５ｍｇ トルバプタン錠 １５ｍｇ１錠 大塚製薬 経過措置期限終了

2139011F2020 サムスカ錠７．５ｍｇ トルバプタン錠 ７．５ｍｇ１錠 大塚製薬 経過措置期限終了

2139400A1039 ルネトロン注射液０．５ｍｇ ブメタニド注射液 ０．５ｍｇ１管 第一三共 経過措置期限終了

2144001F1119 カプトルナ錠１２．５ｍｇ カプトプリル１２．５ｍｇ錠 １２．５ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144001F2077 カプトルナ錠２５ｍｇ カプトプリル２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144002C1028 エナラート細粒１％ エナラプリルマレイン酸塩細粒 １％１ｇ 共和薬品 経過措置期限終了

2144002F1067 セリース錠２．５ｍｇ
エナラプリルマレイン酸塩２．５ｍｇ
錠

２．５ｍｇ１錠 サンド （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144002F1237 エナラート錠２．５ｍｇ
エナラプリルマレイン酸塩２．５ｍｇ
錠

２．５ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144002F2055 エナラート錠５ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144002F2136 セリース錠５ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 サンド （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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2144002F3140 エナラート錠１０ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩錠 １０ｍｇ１錠 共和薬品 経過措置期限終了

2144002F3175 セリース錠１０ｍｇ
エナラプリルマレイン酸塩１０ｍｇ
錠

１０ｍｇ１錠 サンド （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144003F1029 セタプリル錠１２．５ｍｇ アラセプリル錠 １２．５ｍｇ１錠 大日本住友製薬 経過措置期限終了

2144003F3021 セタプリル錠５０ｍｇ アラセプリル錠 ５０ｍｇ１錠 大日本住友製薬 経過措置期限終了

2144005F1028 インヒベース錠０．２５ シラザプリル水和物錠 ０．２５ｍｇ１錠 中外製薬 経過措置期限終了

2144005F2024 インヒベース錠０．５ シラザプリル水和物錠 ０．５ｍｇ１錠 中外製薬 経過措置期限終了

2144005F3020 インヒベース錠１ シラザプリル水和物錠 １ｍｇ１錠 中外製薬 経過措置期限終了

2149010F1149
メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ
「ＴＣＫ」

メトプロロール酒石酸塩２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149010F2218
メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ
「ＴＣＫ」

メトプロロール酒石酸塩４０ｍｇ錠 ４０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149027F1152 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 マニジピン塩酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149027F2175 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 マニジピン塩酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149027F3171 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」 マニジピン塩酸塩２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F1042 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＢＭＤ」
カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ
錠

２ｍｇ１錠 ビオメディクス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F1050 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＤＫ」
カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ
錠

２ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F1115 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＫＯ」
カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ
錠

２ｍｇ１錠 寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F1123 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＫＯＧ」
カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ
錠

２ｍｇ１錠 興和 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F1158 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＺＥ」
カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ
錠

２ｍｇ１錠 全星薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F1220 カンデサルタン錠２ｍｇ「サノフィ」
カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ
錠

２ｍｇ１錠 サノフィ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F1263 カンデサルタン錠２ｍｇ「ゼリア」
カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ
錠

２ｍｇ１錠 日本薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F1360 カンデサルタン錠２ｍｇ「モチダ」
カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ
錠

２ｍｇ１錠 持田製薬販売 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F2049 カンデサルタン錠４ｍｇ「ＢＭＤ」
カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
錠

４ｍｇ１錠 ビオメディクス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F2057 カンデサルタン錠４ｍｇ「ＤＫ」
カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
錠

４ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F2111 カンデサルタン錠４ｍｇ「ＫＯ」
カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
錠

４ｍｇ１錠 寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F2120 カンデサルタン錠４ｍｇ「ＫＯＧ」
カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
錠

４ｍｇ１錠 興和 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F2154 カンデサルタン錠４ｍｇ「ＺＥ」
カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
錠

４ｍｇ１錠 全星薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F2227 カンデサルタン錠４ｍｇ「サノフィ」
カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
錠

４ｍｇ１錠 サノフィ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F2260 カンデサルタン錠４ｍｇ「ゼリア」
カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
錠

４ｍｇ１錠 日本薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F2367 カンデサルタン錠４ｍｇ「モチダ」
カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
錠

４ｍｇ１錠 持田製薬販売 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F3045 カンデサルタン錠８ｍｇ「ＢＭＤ」
カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
錠

８ｍｇ１錠 ビオメディクス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F3053 カンデサルタン錠８ｍｇ「ＤＫ」
カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
錠

８ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F3118 カンデサルタン錠８ｍｇ「ＫＯ」
カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
錠

８ｍｇ１錠 寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F3126 カンデサルタン錠８ｍｇ「ＫＯＧ」
カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
錠

８ｍｇ１錠 興和 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F3150 カンデサルタン錠８ｍｇ「ＺＥ」
カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
錠

８ｍｇ１錠 全星薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F3223 カンデサルタン錠８ｍｇ「サノフィ」
カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
錠

８ｍｇ１錠 サノフィ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F3266 カンデサルタン錠８ｍｇ「ゼリア」
カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
錠

８ｍｇ１錠 日本薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F3363 カンデサルタン錠８ｍｇ「モチダ」
カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
錠

８ｍｇ１錠 持田製薬販売 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F4041 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＢＭＤ」
カンデサルタンシレキセチル１２ｍ
ｇ錠

１２ｍｇ１錠 ビオメディクス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F4050 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＤＫ」
カンデサルタンシレキセチル１２ｍ
ｇ錠

１２ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F4114 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＫＯ」
カンデサルタンシレキセチル１２ｍ
ｇ錠

１２ｍｇ１錠 寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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2149040F4122 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＫＯＧ」
カンデサルタンシレキセチル１２ｍ
ｇ錠

１２ｍｇ１錠 興和 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F4157 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＺＥ」
カンデサルタンシレキセチル１２ｍ
ｇ錠

１２ｍｇ１錠 全星薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F4220 カンデサルタン錠１２ｍｇ「サノフィ」
カンデサルタンシレキセチル１２ｍ
ｇ錠

１２ｍｇ１錠 サノフィ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F4262 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ゼリア」
カンデサルタンシレキセチル１２ｍ
ｇ錠

１２ｍｇ１錠 日本薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F4360 カンデサルタン錠１２ｍｇ「モチダ」
カンデサルタンシレキセチル１２ｍ
ｇ錠

１２ｍｇ１錠 持田製薬販売 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F1047 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 バルサルタン２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F1144 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＺＥ」 バルサルタン２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 全星薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F1349 バルサルタン錠２０ｍｇ「テバ」 バルサルタン錠 ２０ｍｇ１錠 武田テバファーマ 経過措置期限終了

2149041F2043 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＤＫ」 バルサルタン４０ｍｇ錠 ４０ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F2140 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＺＥ」 バルサルタン錠 ４０ｍｇ１錠 全星薬品 経過措置期限終了

2149041F2345 バルサルタン錠４０ｍｇ「テバ」 バルサルタン４０ｍｇ錠 ４０ｍｇ１錠 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F3040 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＤＫ」 バルサルタン８０ｍｇ錠 ８０ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F3147 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＺＥ」 バルサルタン錠 ８０ｍｇ１錠 全星薬品 経過措置期限終了

2149041F3341 バルサルタン錠８０ｍｇ「テバ」 バルサルタン錠 ８０ｍｇ１錠 武田テバファーマ 経過措置期限終了

2149041F4046 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＤＫ」 バルサルタン１６０ｍｇ錠 １６０ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F4143 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＺＥ」 バルサルタン錠 １６０ｍｇ１錠 全星薬品 経過措置期限終了

2149041F4348 バルサルタン錠１６０ｍｇ「テバ」 バルサルタン１６０ｍｇ錠 １６０ｍｇ１錠 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149043F1038 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＦＦＰ」 アゼルニジピン錠 ８ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 経過措置期限終了

2149043F2034 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＦＦＰ」 アゼルニジピン錠 １６ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 経過措置期限終了

2149103F1031 ベハイドＲＡ配合錠
ベンチルヒドロクロロチアジド・レセ
ルピン配合剤錠

１錠 杏林製薬 経過措置期限終了

2149400A1140
ニカルジピン塩酸塩注２ｍｇ「トー
ワ」

ニカルジピン塩酸塩２ｍｇ２ｍＬ注
射液

２ｍｇ２ｍＬ１管 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149400A2163
ニカルジピン塩酸塩注１０ｍｇ「トー
ワ」

ニカルジピン塩酸塩１０ｍｇ１０ｍＬ
注射液

１０ｍｇ１０ｍＬ１
管

東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149400A3089
ニカルジピン塩酸塩注２５ｍｇ「トー
ワ」

ニカルジピン塩酸塩２５ｍｇ２５ｍＬ
注射液

２５ｍｇ２５ｍＬ１
管

東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2160003F1057 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 スマトリプタンコハク酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 経過措置期限終了

2171010F2499 ヨウリダモール錠２５ ジピリダモール２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 陽進堂 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171010N1039 ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ ジピリダモール徐放カプセル
１５０ｍｇ１カプセ
ル

日本ベーリンガーインゲルハイ
ム

経過措置期限終了

2171011N1122 イソコロナールＲカプセル２０ｍｇ
硝酸イソソルビド２０ｍｇ徐放カプセ
ル

２０ｍｇ１カプセル 佐藤薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171014G1291 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「アメル」 ニフェジピン１０ｍｇ徐放Ｌ錠 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171014G2336 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「アメル」 ニフェジピン２０ｍｇ徐放Ｌ錠 ２０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171014M1104 アダラートカプセル５ｍｇ ニフェジピンカプセル ５ｍｇ１カプセル バイエル薬品 経過措置期限終了

2171014M1171 ニフェジピンカプセル５ｍｇ「ＴＣ」 ニフェジピン５ｍｇカプセル ５ｍｇ１カプセル 東洋カプセル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171014M2259 アダラートカプセル１０ｍｇ ニフェジピンカプセル １０ｍｇ１カプセル バイエル薬品 経過措置期限終了

2171014M2313 ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「ＴＣ」 ニフェジピン１０ｍｇカプセル １０ｍｇ１カプセル 東洋カプセル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171019F1019 ニソルジピン５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 経過措置期限終了

2171019F1094 ニソルジピン錠５ｍｇ「トーワ」 ニソルジピン錠 ５ｍｇ１錠 東和薬品 経過措置期限終了

2171019F1116 ニソルジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ニソルジピン５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 長生堂製薬 ※2

2171019F2015 ニソルジピン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 経過措置期限終了

2171019F2074 ニソルジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 ニソルジピン錠 １０ｍｇ１錠 東和薬品 経過措置期限終了

2171019F2090 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ニソルジピン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 長生堂製薬 ※2
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2171020F1135 ドスペロピン錠５ ニトレンジピン５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171020F2140 ドスペロピン錠１０ ニトレンジピン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171021F1083 ベニジピン塩酸塩錠２「ＴＣＫ」 ベニジピン塩酸塩２ｍｇ錠 ２ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171021F1180 塩酸ベニジピン錠２ｍｇ「マイラン」 ベニジピン塩酸塩２ｍｇ錠 ２ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171021F2128 ベニジピン塩酸塩錠４「ＴＣＫ」 ベニジピン塩酸塩４ｍｇ錠 ４ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171021F2217 塩酸ベニジピン錠４ｍｇ「マイラン」 ベニジピン塩酸塩４ｍｇ錠 ４ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171021F3035 ベニジピン塩酸塩錠８「ＴＣＫ」 ベニジピン塩酸塩８ｍｇ錠 ８ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171021F3094 塩酸ベニジピン錠８ｍｇ「マイラン」 ベニジピン塩酸塩錠 ８ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

2171022F1398 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＢＭＤ」 アムロジピンベシル酸塩錠 ２．５ｍｇ１錠 ビオメディクス 経過措置期限終了

2171022F2394 アムロジピン錠５ｍｇ「ＢＭＤ」 アムロジピンベシル酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 ビオメディクス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171022F5237 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 アムロジピンベシル酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 ビオメディクス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171700S1184
硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「モ
チダ」

硝酸イソソルビド貼付剤 ４０ｍｇ１枚 メディサ新薬 経過措置期限終了

2183005G1080 ベスタリットＬ錠２００ ベザフィブラート２００ｍｇ徐放錠 ２００ｍｇ１錠 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2183005G1323
ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

ベザフィブラート２００ｍｇ徐放錠 ２００ｍｇ１錠 メディサ新薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2183005G2060 ベスタリットＬ錠１００ ベザフィブラート１００ｍｇ徐放錠 １００ｍｇ１錠 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2183005G2184
ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

ベザフィブラート１００ｍｇ徐放錠 １００ｍｇ１錠 メディサ新薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2189001F1013 エラスターゼ１，８００単位錠 １，８００単位１錠 経過措置期限終了

2189001F1226 エルモナーゼ錠１８００ エラスターゼ１，８００単位錠 １，８００単位１錠 東和薬品 ※2

2189010F1080
プラバスタチンナトリウム錠「陽進」
５ｍｇ

プラバスタチンナトリウム錠 ５ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

2189010F2094
プラバスタチンナトリウム錠「陽進」
１０ｍｇ

プラバスタチンナトリウム錠 １０ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

2190006C1037 ユベラＮ細粒４０％
トコフェロールニコチン酸エステル
細粒

４０％１ｇ エーザイ 経過措置期限終了

2190006M1202
トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル１００ｍｇ「ＮＰ」

トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル

１００ｍｇ１カプセ
ル

ニプロ 経過措置期限終了

2190006M2217
トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル２００ｍｇ「ＹＤ」

トコフェロールニコチン酸エステル
カプセル

２００ｍｇ１カプセ
ル

陽進堂 経過措置期限終了

2190402D1045 注射用アルテジール２０
アルプロスタジル　アルファデクス
２０μｇ注射用

２０μｇ１管 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2190404A5221 シスコリン注射液５００ｍｇ シチコリン５％１０ｍＬ注射液 ５％１０ｍＬ１管 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2190404H1062 シスコリン注射液２５０ｍｇ シチコリン１２．５％２ｍＬ注射液
１２．５％２ｍＬ１
管

東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2190413F1052
エポプロステノール静注用０．５ｍ
ｇ「ＡＣＴ」

エポプロステノールナトリウム静注
用

０．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ヤンセンファーマ 経過措置期限終了

2190413F2059
エポプロステノール静注用０．５ｍ
ｇ「ＡＣＴ」

エポプロステノールナトリウム静注
用

０．５ｍｇ１瓶 ヤンセンファーマ 経過措置期限終了

2190413F3055
エポプロステノール静注用１．５ｍ
ｇ「ＡＣＴ」

エポプロステノールナトリウム静注
用

１．５ｍｇ１瓶 ヤンセンファーマ 経過措置期限終了

2190413F4051
エポプロステノール静注用１．５ｍ
ｇ「ＡＣＴ」

エポプロステノールナトリウム静注
用

１．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ヤンセンファーマ 経過措置期限終了

2221002B2100
エフェドリン塩酸塩散１０％「マルイ
シ」

エフェドリン塩酸塩散１０％ １０％１ｇ 丸石製薬 経過措置期限終了

2229100B1128 プラコデ配合散 鎮咳配合剤散 １ｇ 小林化工 経過措置期限終了

2229111F1047 アストフィリン配合錠 ジプロフィリン・ノスカピン配合剤錠 １錠 サンノーバ 経過措置期限終了

2229112F1033 アストモリジン配合胃溶錠
プロキシフィリン・エフェドリン配合
剤胃溶錠

１錠 マルホ 経過措置期限終了

2229112H2030 アストモリジン配合腸溶錠
プロキシフィリン・エフェドリン配合
剤腸溶錠

１錠 マルホ 経過措置期限終了

2234001C2037 ビソルボン細粒２％ ブロムヘキシン塩酸塩細粒 ２％１ｇ サノフィ 経過措置期限終了

2239001N1135 ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ
アンブロキソール塩酸塩徐放カプ
セル

４５ｍｇ１カプセル サノフィ 経過措置期限終了

2239001Q1174
アンブロキソール塩酸塩シロップ
小児用０．３％「イワキ」

アンブロキソール塩酸塩０．３％シ
ロップ

０．３％１ｍＬ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2239001R2044 ムコソルバンＤＳ３％
アンブロキソール塩酸塩シロップ
用

３％１ｇ 帝人ファーマ 経過措置期限終了
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2251001M1053 スロービッドカプセル１００ｍｇ テオフィリン徐放カプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

サンド 経過措置期限終了

2251001M2041 スロービッドカプセル２００ｍｇ テオフィリン徐放カプセル
２００ｍｇ１カプセ
ル

サンド 経過措置期限終了

2251001M3021 スロービッドカプセル５０ｍｇ テオフィリン５０ｍｇ徐放カプセル ５０ｍｇ１カプセル サンド （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2251001Q1039 テオドールシロップ２％ テオフィリンシロップ ２％１ｍＬ 田辺三菱製薬 経過措置期限終了

2251001R1026 テオドールドライシロップ２０％ テオフィリンシロップ用 ２０％１ｇ 田辺三菱製薬 経過措置期限終了

2251001R1069 テルバンスＤＳ２０％ テオフィリンシロップ用 ２０％１ｇ メディサ新薬 経過措置期限終了

2252006Q1055 ベロテックシロップ０．０５％
フェノテロール臭化水素酸塩シロッ
プ

０．０５％１ｍＬ
日本ベーリンガーインゲルハイ
ム

経過措置期限終了

2252006R2022 ポルボノールドライシロップ０．５％
フェノテロール臭化水素酸塩シロッ
プ用

０．５％１ｇ 高田製薬 経過措置期限終了

2252006R2049
フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小
児用０．５％「オーハラ」

フェノテロール臭化水素酸塩シロッ
プ用

０．５％１ｇ 大原薬品 経過措置期限終了

2254001F1099 ベネトリン錠２ｍｇ サルブタモール硫酸塩錠 ２ｍｇ１錠 ＧＳＫ 経過措置期限終了

2259701G1039 リノジェット吸入液
クロモグリク酸ナトリウム１％２ｍＬ
吸入液

１％２ｍＬ１管 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2260700B1127 バウロ散含嗽用０．４％
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物散

０．４％１ｇ 堀井薬品 経過措置期限終了

2260700F2028 アズレワンうがい液１％
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物含嗽剤

１％１ｍＬ コーアイセイ 経過措置期限終了

2260701F1212 ネオヨジンガーグル７％ ポビドンヨード含嗽剤 ７％１ｍＬ 岩城製薬 経過措置期限終了

2315002X1266 次硝酸ビスマス（山善） 次硝酸ビスマス １ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

2319001F1044 ロスポリア錠１ｍｇ ロペラミド塩酸塩錠 １ｍｇ１錠 日医工 経過措置期限終了

2319001M1299 ロペカルドカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩１ｍｇカプセル １ｍｇ１カプセル シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2319001M1337
ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「フ
ソー」

ロペラミド塩酸塩１ｍｇカプセル １ｍｇ１カプセル ダイト （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325001F1513 シメチジン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 シメチジン２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 日本ジェネリック （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325001F1556 シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 シメチジン２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 ニプロ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325001F2153 シメチジン錠４００ｍｇ「ＪＧ」 シメチジン４００ｍｇ錠 ４００ｍｇ１錠 日本ジェネリック （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325001F2250 シメチジン錠４００ｍｇ「ＮＰ」 シメチジン４００ｍｇ錠 ４００ｍｇ１錠 ニプロ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F1070 ラニチジン錠１５０「ＫＮ」 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F2140 ラニチジン錠７５「ＫＮ」 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325003F1148 ブロスターＭ錠１０ ファモチジン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 サンノーバ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325003F1318 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ファモチジン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 ニプロ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325003F2152 ブロスターＭ錠２０ ファモチジン２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 サンノーバ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325003F2349 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ファモチジン２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 ニプロ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325003F3264
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファモチジン１０ｍｇ口腔内崩壊錠 １０ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325003F4287
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファモチジン２０ｍｇ口腔内崩壊錠 ２０ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329012C1220 デムナロン細粒１０％ テプレノン１０％細粒 １０％１ｇ 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329012C1336 テプレノン細粒１０％「アメル」 テプレノン１０％細粒 １０％１ｇ 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329012M1315 デムナロンカプセル５０ｍｇ テプレノンカプセル ５０ｍｇ１カプセル 鶴原製薬 経過措置期限終了

2329012M1358 テプレノンカプセル５０ｍｇ「アメル」 テプレノンカプセル ５０ｍｇ１カプセル 共和薬品 経過措置期限終了

2329019M1058 ロンミールカプセル２００ｍｇ
ベネキサート塩酸塩　ベータデクス
カプセル

２００ｍｇ１カプセ
ル

ナガセ医薬品 経過措置期限終了

2329021D1039 レバミピド顆粒２０％「ＴＣＫ」 レバミピド顆粒 ２０％１ｇ 辰巳化学 経過措置期限終了

2329022H1108 オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍｇ オメプラゾール２０ｍｇ腸溶錠 ２０ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329022H2058 オメプラゾール錠「トーワ」１０ｍｇ オメプラゾール１０ｍｇ腸溶錠 １０ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329026D1112 エカベトＮａ顆粒６６．７％「トーワ」 エカベトナトリウム水和物顆粒 ６６．７％１ｇ 東和薬品 経過措置期限終了
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2329026D1139
エカベトＮａ顆粒６６．７％「ファイ
ザー」

エカベトナトリウム水和物顆粒 ６６．７％１ｇ マイラン製薬 経過措置期限終了

2329028F1040
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ラベプラゾールナトリウム錠 １０ｍｇ１錠 アルフレッサ　ファーマ 経過措置期限終了

2329028F1171
ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ＦＦＰ」

ラベプラゾールナトリウム錠 １０ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

2329028F2046
ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ラベプラゾールナトリウム２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 アルフレッサ　ファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329028F2178
ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ＦＦＰ」

ラベプラゾールナトリウム錠 ２０ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

2329122C1044 アズレミン配合細粒
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物・Ｌ－グルタミン細粒

１ｇ ニプロ 経過措置期限終了

2329122C1052
アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭ
ＥＣ」

アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物・Ｌ－グルタミン細粒

１ｇ サンノーバ 経過措置期限終了

2329122D1376 グリマック配合顆粒
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物・Ｌ－グルタミン顆粒

１ｇ 沢井製薬 経過措置期限終了

2329122D1392 トーワズレン配合顆粒
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物・Ｌ－グルタミン顆粒

１ｇ 東和薬品 経過措置期限終了

2329122D1457 ルフレン配合顆粒
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物・Ｌ－グルタミン顆粒

１ｇ 日医工 経過措置期限終了

2331005A1031 タカヂアスターゼ原末
アスペルギルス属菌由来消化酵
素末

１ｇ 第一三共 経過措置期限終了

2331006X1217 パンクレアチン原末「マルイシ」 パンクレアチン １ｇ 丸石製薬 経過措置期限終了

2332001X1076 乾燥酵母（山善） 乾燥酵母 １０ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

2343001X1045 合成ケイ酸アルミニウム 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 小堺製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2343001X1118 合成ケイ酸アルミニウム（山善） 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

2343001X1240
合成ケイ酸アルミニウム「ファイ
ザー」原末

合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ マイラン製薬 経過措置期限終了

2343005C1033
乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒
「三恵」

乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 １ｇ 三恵薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2343005X1116
乾燥水酸化アルミニウムゲル「ファ
イザー」原末

乾燥水酸化アルミニウムゲル １ｇ マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2344008F1065 炭カル錠５００「ＫＮ」 沈降炭酸カルシウム錠 ５００ｍｇ１錠 小林化工 経過措置期限終了

2354003F2294 ソルダナ錠１２ｍｇ センノシド錠 １２ｍｇ１錠 堀井薬品 経過措置期限終了

2356002X1188 加香ヒマシ油（山善） 加香ヒマシ油 １０ｍＬ 山善製薬 経過措置期限終了

2357701K1113 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン浣腸 ５０％１０ｍＬ 健栄製薬 経過措置期限終了

2357701K3124 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン浣腸 ５０％３０ｍＬ１個 健栄製薬 経過措置期限終了

2357701K4104 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン浣腸 ５０％４０ｍＬ１個 健栄製薬 経過措置期限終了

2357701K5038 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン浣腸 ５０％５０ｍＬ１個 健栄製薬 経過措置期限終了

2357701K6212 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン浣腸 ５０％６０ｍＬ１個 健栄製薬 経過措置期限終了

2357701K8177 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン浣腸
５０％１２０ｍＬ１
個

健栄製薬 経過措置期限終了

2357701K9165 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン浣腸
５０％１５０ｍＬ１
個

健栄製薬 経過措置期限終了

2357701Y1035 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン浣腸 ５０％９０ｍＬ１個 健栄製薬 経過措置期限終了

2359002D1035 バルコーゼ顆粒７５％ カルメロースナトリウム顆粒 １ｇ サンノーバ 経過措置期限終了

2359005F1200 チャルドール錠２．５ｍｇ
ピコスルファートナトリウム２．５ｍｇ
錠

２．５ｍｇ１錠 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2359005S1321
ピコスルファートＮａ内用液０．７
５％「ＫＮ」

ピコスルファートナトリウム０．７
５％液

０．７５％１ｍＬ 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2391400A3180 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＦＦＰ」 グラニセトロン塩酸塩注射液 １ｍｇ１ｍＬ１管 シオノケミカル 経過措置期限終了

2391400A4187 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＦＦＰ」 グラニセトロン塩酸塩注射液 ３ｍｇ３ｍＬ１管 シオノケミカル 経過措置期限終了

2391400G1180
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍ
ｇ／１００ｍＬ「ＦＦＰ」

グラニセトロン塩酸塩３ｍｇ１００ｍ
Ｌキット

３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2391400G4074
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍ
ｇ／５０ｍＬ「ＦＦＰ」

グラニセトロン塩酸塩キット ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 シオノケミカル 経過措置期限終了

2391400G5020
グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍ
ｇ／５０ｍＬ「ＦＦＰ」

グラニセトロン塩酸塩１ｍｇ５０ｍＬ
キット

１ｍｇ５０ｍＬ１袋 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2391401G1029
オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ
「ＨＫ」

オンダンセトロン塩酸塩水和物
キット

４ｍｇ２ｍＬ１筒 丸石製薬 経過措置期限終了

2391402A1047
アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ
「ＳＮ」

アザセトロン塩酸塩注射液 １０ｍｇ２ｍＬ１管 シオノケミカル 経過措置期限終了
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2399004F1170 テルペラン錠５ メトクロプラミド錠 ５ｍｇ１錠 あすか製薬 経過措置期限終了

2399004F1227 プラミール錠５ｍｇ メトクロプラミド錠 ５ｍｇ１錠 ナガセ医薬品 経過措置期限終了

2399004F2029 テルペラン錠１０ メトクロプラミド錠 １０ｍｇ１錠 あすか製薬 経過措置期限終了

2399005F1230 ドンペリドン錠５ｍｇ「アメル」 ドンペリドン５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2399005F2368 ドンペリドン錠１０ｍｇ「アメル」 ドンペリドン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2399006F1560
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ
ｇ「アメル」

トリメブチンマレイン酸塩１００ｍｇ
錠

１００ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2399401A1113 テルペラン注射液１０ｍｇ 塩酸メトクロプラミド注射液 ０．５％２ｍＬ１管 あすか製薬 経過措置期限終了

2399700X1353 複方ヨード・グリセリン「東豊」 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 東豊薬品 経過措置期限終了

2399707D2053 ワプロン口腔用貼付剤２５μｇ トリアムシノロンアセトニド貼付剤 ２５μｇ１枚 救急薬品 経過措置期限終了

2412402L3050 グロウジェクト注射用８ｍｇ
ソマトロピン（遺伝子組換え）注射
用

８ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ＪＣＲファーマ 経過措置期限終了

2456405D1051
プレドニゾロンコハク酸エステルＮ
ａ注射用１０ｍｇ「Ｆ」

注射用プレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム

１０ｍｇ１管 富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2456405D2058
プレドニゾロンコハク酸エステルＮ
ａ注射用２０ｍｇ「Ｆ」

注射用プレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム

２０ｍｇ１管 富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2478001F2276 プロスタット錠２５ｍｇ クロルマジノン酢酸エステル錠 ２５ｍｇ１錠 日本新薬 経過措置期限終了

2478001G1011
クロルマジノン酢酸エステル５０ｍ
ｇ徐放錠

５０ｍｇ１錠 経過措置期限終了

2478001G1160
クロルマジノン酢酸エステル徐放
錠５０ｍｇ「ＫＮ」

クロルマジノン酢酸エステル５０ｍ
ｇ徐放錠

５０ｍｇ１錠 小林化工 ※2

2479003F2094 コバレノール錠２５ アリルエストレノール錠 ２５ｍｇ１錠 小林化工 経過措置期限終了

2479003F2108 メイエストン錠２５ アリルエストレノール錠 ２５ｍｇ１錠 東和薬品 経過措置期限終了

2491001F5188 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ＮＰ」 カリジノゲナーゼ錠 ２５単位１錠 ニプロ 経過措置期限終了

2491001F6087 クライスリン錠５０ カリジノゲナーゼ錠 ５０単位１錠 三笠製薬 経過措置期限終了

2491001F6206 カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 カリジノゲナーゼ錠 ５０単位１錠 ニプロ 経過措置期限終了

2499012F1022 サムスカ錠３０ｍｇ トルバプタン錠 ３０ｍｇ１錠 大塚製薬 経過措置期限終了

249940YD2024 セトロタイド注射用３ｍｇ 注射用セトロレリクス酢酸塩
３ｍｇ１瓶（溶解
液付）

日本化薬 （薬価未収載品）販売中止

2529702H1010 クロトリマゾール１００ｍｇ腟錠 １００ｍｇ１錠 ※1

2559808J1024 ポステリザンＦ坐薬 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン坐剤 １個 マルホ 経過措置期限終了

2590002F1509
フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ
「フソー」

フラボキサート塩酸塩２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 ダイト （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590004F1206 塩酸リトドリン錠５ｍｇ「ＹＤ」 リトドリン塩酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 陽進堂 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590004F1249 リトドリン錠５ｍｇ「ＰＰ」 リトドリン塩酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 サンファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590007F1200 ユリロシン錠１０ プロピベリン塩酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 ダイト （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590007F2176 ユリロシン錠２０ プロピベリン塩酸塩錠 ２０ｍｇ１錠 ダイト 経過措置期限終了

2590008F1115
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「アメル」

タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 ０．１ｍｇ１錠 共和薬品 経過措置期限終了

2590402A1202 リトドリン点滴静注５０ｍｇ「ＰＰ」 リトドリン塩酸塩１％５ｍＬ注射液 １％５ｍＬ１管 サンファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2612701Q1080 ネオヨジンスクラブ７．５％ ポビドンヨード液 ７．５％１０ｍＬ 岩城製薬 経過措置期限終了

2612701Q2095 ネオヨジンゲル１０％ ポビドンヨードゲル １０％１０ｇ 岩城製薬 経過措置期限終了

2612701Q3377
ポリヨードン消毒液１０％「カネイ
チ」

ポビドンヨード液 １０％１０ｍＬ 兼一薬品 経過措置期限終了

2614700X1433 オキシフル液３％ オキシドール １０ｍＬ 第一三共 経過措置期限終了

2614701X1110 過マンガン酸カリウム 過マンガン酸カリウム １０ｇ 山善製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2615700X1350 イソプロパノール「東豊」 イソプロパノール １０ｍＬ 東豊薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2615701Q1201 ５０Ｖ／Ｖ％東豊消毒アルコール イソプロパノール５０％液 ５０％１０ｍＬ 東豊薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2615701Q1422
ケンエー消毒用イソプロピルアル
コール・５０

イソプロパノール５０％液 ５０％１０ｍＬ 健栄製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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2615701Q2046
ケンエー消毒用イソプロピルアル
コール・７０

イソプロパノール７０％液 ７０％１０ｍＬ 健栄製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2615701Q2216 ７０ｖ／ｖ％東豊消毒アルコール イソプロパノール７０％液 ７０％１０ｍＬ 東豊薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2615701Q2232 消毒用イソプロＢ液７０ イソプロパノール７０％液 ７０％１０ｍＬ 健栄製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2619702Q2066
クリゲンエタノール液０．５％（Ｒ）
「エビス」

クロルヘキシジングルコン酸塩液 ０．５％１０ｍＬ 兼一薬品 経過措置期限終了

2619702Q2171 グルコジンＢ・エタノール液０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩液 ０．５％１０ｍＬ ヤクハン製薬 経過措置期限終了

2619702Q3020 「エビス」クリゲン液 クロルヘキシジングルコン酸塩液 ５％１０ｍＬ 兼一薬品 経過措置期限終了

2619705X1270 液状フェノール「東豊」 液状フェノール １０ｍＬ 東豊薬品 経過措置期限終了

2639806L1029 フランセチン・Ｔ・パウダー
フラジオマイシン硫酸塩・結晶トリ
プシンパウダー

１ｇ 持田製薬 経過措置期限終了

2645700Q1028 「エビス」カンフル精 カンフル液 １０ｍＬ 日興製薬 経過措置期限終了

2645700Q1060 カンフル精（東洋製薬） カンフル液 １０ｍＬ 東洋製薬化成 経過措置期限終了

2645700Q1095 カンフル精（ヤクハン） カンフル液 １０ｍＬ ヤクハン製薬 経過措置期限終了

2646701M2164 デルモゾール軟膏０．１２％
ベタメタゾン吉草酸エステル０．１
２％軟膏

０．１２％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646701Q1046 デルモゾールローション０．１２％
ベタメタゾン吉草酸エステル０．１
２％ローション

０．１２％１ｍＬ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646703M1140 ダイプロセル軟膏０．０６４％
ベタメタゾンジプロピオン酸エステ
ル軟膏

０．０６４％１ｇ 佐藤製薬 経過措置期限終了

2646703N1120 ダイプロセルクリーム０．０６４％
ベタメタゾンジプロピオン酸エステ
ルクリーム

０．０６４％１ｇ 佐藤製薬 経過措置期限終了

2646708M1259 グリコベース軟膏０．０５％ フルオシノニド０．０５％軟膏 ０．０５％１ｇ 摩耶堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646708M1275 フルオシノニド軟膏０．０５％「ＹＤ」 フルオシノニド０．０５％軟膏 ０．０５％１ｇ 陽進堂 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

264670CM1027 パラナイン軟膏
ベクロメタゾンプロピオン酸エステ
ル軟膏

０．０２５％１ｇ 原沢製薬 （薬価未収載品）販売中止

2646713M1144 ソルベガ軟膏０．０５％
クロベタゾールプロピオン酸エステ
ル軟膏

０．０５％１ｇ 久光製薬 経過措置期限終了

2646713M1187 マハディ軟膏０．０５％
クロベタゾールプロピオン酸エステ
ル０．０５％軟膏

０．０５％１ｇ 東光薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646713N1131 ソルベガクリーム０．０５％
クロベタゾールプロピオン酸エステ
ルクリーム

０．０５％１ｇ 久光製薬 経過措置期限終了

2646713N1166 マハディクリーム０．０５％
クロベタゾールプロピオン酸エステ
ル０．０５％クリーム

０．０５％１ｇ 東光薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646713Q1111 マハディ外用液０．０５％
クロベタゾールプロピオン酸エステ
ル液

０．０５％１ｇ 東光薬品 経過措置期限終了

2646722M1127 パルデス軟膏０．０５％
クロベタゾン酪酸エステル０．０
５％軟膏

０．０５％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646722M1143 クロベタポロン軟膏０．０５％
クロベタゾン酪酸エステル０．０
５％軟膏

０．０５％１ｇ 東光薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646722N1033 パルデスクリーム０．０５％
クロベタゾン酪酸エステル０．０
５％クリーム

０．０５％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646722Q1048 パルデスローション０．０５％
クロベタゾン酪酸エステル０．０
５％ローション

０．０５％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646725M1147 スチブロン軟膏０．０５％ ジフルプレドナート０．０５％軟膏 ０．０５％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646725N1126 スチブロンクリーム０．０５％
ジフルプレドナート０．０５％クリー
ム

０．０５％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646725Q1050 スチブロンローション０．０５％
ジフルプレドナート０．０５％ロー
ション

０．０５％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646726M1109 プロメタゾン軟膏０．１％
デキサメタゾンプロピオン酸エステ
ル０．１％軟膏

０．１％１ｇ 池田薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646726N1104 プロメタゾンクリーム０．１％
デキサメタゾンプロピオン酸エステ
ル０．１％クリーム

０．１％１ｇ 池田薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649715X1184 次没食子酸ビスマス 次没食子酸ビスマス １ｇ 山善製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649718M1050 アルキサ軟膏２％ アルクロキサ軟膏 ２％１ｇ 小林化工 経過措置期限終了

2649719N1130 ミカメタン－クリーム１％ インドメタシン１％クリーム １％１ｇ 三笠製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649719S1274 セラスターテープ７０ インドメタシン貼付剤
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

救急薬品 経過措置期限終了

2649732S1172 フループテープ４０ フルルビプロフェン貼付剤
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

救急薬品 経過措置期限終了

2649732S3060 フループテープ２０
フルルビプロフェン（２０ｍｇ）７ｃｍ
×１０ｃｍ貼付剤

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

救急薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649733N1084 トパルジッククリーム１％ スプロフェンクリーム １％１ｇ アルフレッサ　ファーマ 経過措置期限終了

13 / 34 ページ データインデックス株式会社



削除掲載_4月版

コード 商品名 一般名 規格 製造会社名 削除理由

2649733N1092 スルプロチンクリーム１％ スプロフェンクリーム １％１ｇ 武田テバファーマ 経過措置期限終了

2649734S1082
ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「東
光」

ジクロフェナクナトリウム（１５ｍｇ）
７ｃｍ×１０ｃｍ貼付剤

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

東光薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649734S2089
ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「東
光」

ジクロフェナクナトリウム貼付剤
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

東光薬品 経過措置期限終了

2649734S3050
ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「東
光」

ジクロフェナクナトリウム（７０ｍｇ）
７ｃｍ×１０ｃｍ貼付剤

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

東光薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649734S4057
ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ
「東光」

ジクロフェナクナトリウム貼付剤
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

東光薬品 経過措置期限終了

2655708N1229 マイコゾールクリーム１％ ビホナゾール１％クリーム １％１ｇ 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2659710N1071 テビナシールクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩１％クリーム １％１ｇ 東亜薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2679701Q1063 アロビックス外用液５％ カルプロニウム塩化物液 ５％１ｍＬ 長生堂製薬 経過措置期限終了

2699801V2021 ソアナース軟膏分包８ｇ 精製白糖・ポビドンヨード軟膏 １ｇ テイカ製薬 経過措置期限終了

2699801V2030 ユーパスタコーワ軟膏分包８ｇ 精製白糖・ポビドンヨード軟膏 １ｇ 興和 経過措置期限終了

2760802V1047
テトラサイクリン塩酸塩パスタ３％
「昭和」

テトラサイクリン塩酸塩パスタ ３０ｍｇ１ｇ 昭和薬品化工 経過措置期限終了

3112001M4223
アルファカルシドールカプセル３μ
ｇ「サワイ」

アルファカルシドール３μｇカプセ
ル

３μｇ１カプセル 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3112004M2178 カルデミンカプセル０．５μｇ カルシトリオールカプセル
０．５μｇ１カプセ
ル

龍角散 経過措置期限終了

3121400A3147
チアミン塩化物塩酸塩注２０ｍｇ
「日新」

チアミン塩化物塩酸塩注射液 ２０ｍｇ１管 日新製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3131001F3096 ＦＡＤ錠「１５」タツミ
フラビンアデニンジヌクレオチド腸
溶錠

１５ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

3131400A4263 アデフラビン注１０ｍｇ
フラビンアデニンジヌクレオチド注
射液

１０ｍｇ１管 東和薬品 経過措置期限終了

3133401A1050 パンテニール注１００ｍｇ パンテノール注射液 １００ｍｇ１管 共和クリティケア 経過措置期限終了

3133401A2049 パンテニール注２５０ｍｇ パンテノール注射液 ２５０ｍｇ１管 共和クリティケア 経過措置期限終了

3133401A3053 パンテニール注５００ｍｇ パンテノール注射液 ５００ｍｇ１管 共和クリティケア 経過措置期限終了

3136001F1227 コバマミド錠２５０μｇ「ツルハラ」 コバマミド錠 ０．２５ｍｇ１錠 鶴原製薬 経過措置期限終了

3136004F1077 レチコラン錠２５０μｇ メコバラミン錠 ０．２５ｍｇ１錠 東菱薬品 経過措置期限終了

3136004F2162 レチコラン錠５００μｇ メコバラミン錠 ０．５ｍｇ１錠 東菱薬品 経過措置期限終了

3136004F2200 ノイメチコール錠５００μｇ メコバラミン錠 ０．５ｍｇ１錠 寿製薬 経過措置期限終了

3150002D1041 ユベラ顆粒２０％ トコフェロール酢酸エステル顆粒 ２０％１ｇ サンノーバ 経過措置期限終了

3150002F1263 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 トコフェロール酢酸エステル錠 ５０ｍｇ１錠 ニプロ 経過措置期限終了

3150002F1271
トコフェロール酢酸エステル錠５０
ｍｇ「ファイザー」

トコフェロール酢酸エステル錠 ５０ｍｇ１錠 ファイザー 経過措置期限終了

3160001F2083 カチーフＮ錠１０ｍｇ フィトナジオン錠 １０ｍｇ１錠 日本製薬 経過措置期限終了

3160002M2044 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Ｆ」 メナテトレノンカプセル １５ｍｇ１カプセル 富士製薬 経過措置期限終了

3160002M2079
メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

メナテトレノンカプセル １５ｍｇ１カプセル 辰巳化学 経過措置期限終了

3179105F1034 トリドセラン配合錠
チアミン硝化物・Ｂ６・Ｂ１２配合剤
錠

１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

3229002G1066 スローケー錠６００ｍｇ 塩化カリウム徐放錠 ６００ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ 経過措置期限終了

3229002G1074 ケーサプライ錠６００ｍｇ 塩化カリウム６００ｍｇ徐放錠 ６００ｍｇ１錠 佐藤薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3229501G1020 エレメンミック注キット
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配
合剤キット

２ｍＬ１筒 エイワイファーマ 経過措置期限終了

3231401H1190 ２０％ブドウ糖注射液ＳＮ ブドウ糖注射液 ２０％２０ｍＬ１管 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3239527A3039 ハイカリックＲＦ輸液 高カロリー輸液用基本液（５－７） １Ｌ１袋 テルモ 経過措置期限終了

3253003D4018
イソロイシン・ロイシン・バリン４．７
３ｇ顆粒

４．７３ｇ１包 経過措置期限終了

3253003D4034 ブラニュート配合顆粒
イソロイシン・ロイシン・バリン４．７
３ｇ顆粒

４．７３ｇ１包 日本製薬 ※2

3259526G3030 ネオパレン１号輸液
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（２－
１）キット

２０００ｍＬ１キッ
ト

大塚製薬工場 経過措置期限終了

3259527G3034 ネオパレン２号輸液
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（２－
２）キット

２０００ｍＬ１キッ
ト

大塚製薬工場 経過措置期限終了
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3311401A2042 生食液「小林」 生理食塩液 ２０ｍＬ１管 共和クリティケア （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3311401A2174 生理食塩液ＳＮ 生理食塩液 ２０ｍＬ１管 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3311401A3170 生食液１００ｍＬ「ＣＨＭ」 生理食塩液 １００ｍＬ１瓶 ケミックス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3311401H2091
エポプロステノール静注用「ＡＣＴ」
専用溶解用液（生理食塩液）

生理食塩液 ５０ｍＬ１瓶 ヤンセンファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3319510A4091 ユエキンキープ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 光製薬 経過措置期限終了

3319510A5110 ユエキンキープ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 光製薬 経過措置期限終了

3319550A1062 アクチット輸液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品 経過措置期限終了

3319550A3073 アクチット輸液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品 経過措置期限終了

3319551A2020 アクメイン注
ブドウ糖加酢酸リンゲル５００ｍＬ
液

５００ｍＬ１瓶 光製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3319551A2063 ヴィーンＤ輸液 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品 経過措置期限終了

3319551A4058 アクメイン注
ブドウ糖加酢酸リンゲル５００ｍＬ
液

５００ｍＬ１袋 光製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3319551A8037 アクメイン注
ブドウ糖加酢酸リンゲル２００ｍＬ
液

２００ｍＬ１袋 光製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3319551A9041 ヴィーンＤ輸液 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品 経過措置期限終了

3319557A1048 ヴィーンＦ輸液 酢酸リンゲル液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品 経過措置期限終了

3319562A2045 ヴィーン３Ｇ輸液 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品 経過措置期限終了

3319562A4030 ヴィーン３Ｇ輸液 酢酸維持液（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品 経過措置期限終了

3321002F2269 タジン錠３０
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム水和物錠

３０ｍｇ１錠 あすか製薬 経過措置期限終了

3321003F2042 Ｓ・アドクノン錠３０
アドレノクロムモノアミノグアニジン
メシル酸塩水和物錠

３０ｍｇ１錠 アルフレッサ　ファーマ 経過措置期限終了

3323001C2041
経口用トロンビン細粒２万単位「サ
ワイ」

トロンビン細粒
２０，０００単位２
ｇ１包

沢井製薬 経過措置期限終了

3327002C1138 トラネキサム酸細粒５０％「ＴＣＫ」 トラネキサム酸細粒 ５０％１ｇ 辰巳化学 経過措置期限終了

3327002M1273 ヘキサトロンカプセル２５０ｍｇ トラネキサム酸カプセル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

日本新薬 経過措置期限終了

3327002M1290 リカバリンカプセル２５０ｍｇ トラネキサム酸カプセル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

旭化成ファーマ 経過措置期限終了

3334403A2119 リザルミン静注５０００単位／５ｍＬ
ダルテパリンナトリウム５，０００低
分子ヘパリン国際単位注射液

５，０００低分子
ヘパリン国際単
位１瓶

ＩＬＳ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3334403A2151
ダルテパリンＮａ静注５０００単位
／５ｍＬ「日本臓器」

ダルテパリンナトリウム５，０００低
分子ヘパリン国際単位注射液

５，０００低分子
ヘパリン国際単
位１瓶

日本臓器製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3334404G4020
ミニヘパ透析用１００単位／ｍＬシ
リンジ２０ｍＬ

パルナパリンナトリウムキット
２，０００低分子
量ヘパリン単位２
０ｍＬ１筒

扶桑薬品 経過措置期限終了

3334404G5026
ミニヘパ透析用１５０単位／ｍＬシ
リンジ２０ｍＬ

パルナパリンナトリウムキット
３，０００低分子
量ヘパリン単位２
０ｍＬ１筒

扶桑薬品 経過措置期限終了

3334404G6022
ミニヘパ透析用２００単位／ｍＬシ
リンジ２０ｍＬ

パルナパリンナトリウムキット
４，０００低分子
量ヘパリン単位２
０ｍＬ１筒

扶桑薬品 経過措置期限終了

3339950N1078
ヘパリン類似物質クリーム０．３％
「ＳＮ」

ヘパリン類似物質クリーム １ｇ シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399001F1368 マイトジン錠１００ｍｇ チクロピジン塩酸塩１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399002F1079 シロシナミン錠５０ｍｇ シロスタゾール５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 サンド （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399002F1222 コートリズム錠５０ｍｇ シロスタゾール錠 ５０ｍｇ１錠 寿製薬 経過措置期限終了

3399002F1257 プレトモール錠５０ シロスタゾール錠 ５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ 経過措置期限終了

3399002F2075 コートリズム錠１００ｍｇ シロスタゾール錠 １００ｍｇ１錠 寿製薬 経過措置期限終了

3399002F2083 シロシナミン錠１００ｍｇ シロスタゾール錠 １００ｍｇ１錠 サンド 経過措置期限終了

3399002F2156 プレトモール錠１００ シロスタゾール錠 １００ｍｇ１錠 旭化成ファーマ 経過措置期限終了

3399002F3055 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＯ」
シロスタゾール５０ｍｇ口腔内崩壊
錠

５０ｍｇ１錠 寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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3399002F4051
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「Ｋ
Ｏ」

シロスタゾール口腔内崩壊錠 １００ｍｇ１錠 寿製薬 経過措置期限終了

3399004M1131 エパラカプセル３００ イコサペント酸エチルカプセル
３００ｍｇ１カプセ
ル

日本臓器製薬 経過措置期限終了

3399004M2090 エパラ粒状カプセル３００ｍｇ イコサペント酸エチル粒状カプセル ３００ｍｇ１包 日本臓器製薬 経過措置期限終了

3399004M3100 エパラ粒状カプセル６００ｍｇ イコサペント酸エチル粒状カプセル ６００ｍｇ１包 日本臓器製薬 経過措置期限終了

3399004M4106 エパラ粒状カプセル９００ｍｇ イコサペント酸エチル粒状カプセル ９００ｍｇ１包 日本臓器製薬 経過措置期限終了

3399005F1285 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「アメル」 ベラプロストナトリウム２０μｇ錠 ２０μｇ１錠 キョーリンリメディオ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399009F4029 エフィエント錠２０ｍｇ プラスグレル塩酸塩錠 ２０ｍｇ１錠 第一三共 経過措置期限終了

3399411G1017
フィルグラスチム（遺伝子組換え）
７５μｇ０．２５ｍＬキット

７５μｇ０．２５ｍ
Ｌ１筒

経過措置期限終了

3399411G1025
フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリ
ンジ「サンド」

フィルグラスチム（遺伝子組換え）
７５μｇ０．２５ｍＬキット

７５μｇ０．２５ｍ
Ｌ１筒

サンド ※2

3399411G2013
フィルグラスチム（遺伝子組換え）
１５０μｇ０．５ｍＬキット

１５０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

経過措置期限終了

3399411G2021
フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシ
リンジ「サンド」

フィルグラスチム（遺伝子組換え）
１５０μｇ０．５ｍＬキット

１５０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

サンド ※2

3399411G3010
フィルグラスチム（遺伝子組換え）
３００μｇ０．５ｍＬキット

３００μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

経過措置期限終了

3399411G3028
フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシ
リンジ「サンド」

フィルグラスチム（遺伝子組換え）
３００μｇ０．５ｍＬキット

３００μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

サンド ※2

3410532A1030
バイフィル専用炭酸水素ナトリウム
補充液１．３９％

人工透析液（１－１４） １Ｌ１袋 エイワイファーマ 経過措置期限終了

3919001F2307 プロトポルト錠２０ｍｇ プロトポルフィリン二ナトリウム錠 ２０ｍｇ１錠 寿製薬 経過措置期限終了

3919502A1120 ケベラＳ注
グリチルリチン・グリシン・システイ
ン配合剤注射液

２０ｍＬ１管 マイラン製薬 経過措置期限終了

3943001F1420 サロベール錠１００ｍｇ アロプリノール錠 １００ｍｇ１錠 大日本住友製薬 経過措置期限終了

3943001F1527 アノプロリン錠１００ｍｇ アロプリノール１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 アルフレッサ　ファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3943001F1578 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＺＥ」 アロプリノール１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 全星薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3943001F2043 アノプロリン錠５０ｍｇ アロプリノール錠 ５０ｍｇ１錠 アルフレッサ　ファーマ 経過措置期限終了

3943001F2205 サロベール錠５０ｍｇ アロプリノール錠 ５０ｍｇ１錠 大日本住友製薬 経過措置期限終了

3943001F2230 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＺＥ」 アロプリノール５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 全星薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3949002C1030 ムイロジン細粒１０％ ベンズブロマロン細粒 １０％１ｇ 寿製薬 経過措置期限終了

3949002F1134
ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「アメ
ル」

ベンズブロマロン２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3949002F2190
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「アメ
ル」

ベンズブロマロン５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3959700M1049 リフラップ軟膏５％ リゾチーム塩酸塩軟膏 ５％１ｇ 帝國製薬 経過措置期限終了

3959700S1048 リフラップシート５％ リゾチーム塩酸塩貼付剤 ５ｃｍ×５ｃｍ 帝國製薬 経過措置期限終了

3961008F1314 グリメピリド錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 グリメピリド錠 １ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 経過措置期限終了

3961008F2310 グリメピリド錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 グリメピリド錠 ３ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 経過措置期限終了

3961008F3171 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＦＦＰ」 グリメピリド錠 ０．５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 経過措置期限終了

3962001F1107 ジベトンＳ腸溶錠５０ｍｇ ブホルミン塩酸塩腸溶錠 ５０ｍｇ１錠 寿製薬 経過措置期限終了

3969003F1115
アカルボース錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

アカルボース５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3969003F1123 アカルボース錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 アカルボース５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3969003F2111
アカルボース錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

アカルボース１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3969003F2120 アカルボース錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 アカルボース１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3969003F3053
アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

アカルボース５０ｍｇ口腔内崩壊錠 ５０ｍｇ１錠 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3969003F4050
アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「ファ
イザー」

アカルボース１００ｍｇ口腔内崩壊
錠

１００ｍｇ１錠 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3969004F1144 ボグリボース錠０．２「タツミ」 ボグリボース０．２ｍｇ錠 ０．２ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3969004F2140 ボグリボース錠０．３「タツミ」 ボグリボース０．３ｍｇ錠 ０．３ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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399100AD1027 コンドロイチン顆粒・ウシズ
コンドロイチン硫酸エステルナトリ
ウム顆粒

１ｇ 牛津製薬 （薬価未収載品）販売中止

3992001F1335 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＮＰ」
アデノシン三リン酸二ナトリウム水
和物腸溶錠

２０ｍｇ１錠 ニプロ 経過措置期限終了

3999001Q3046 カロリールゼリー４０．４９６％ ラクツロース４０．４９６％ゼリー ４０．４９６％１ｇ 佐藤製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999001Q3054 ラグノスゼリー分包１６．０５ｇ ラクツロース４０．４９６％ゼリー ４０．４９６％１ｇ 三和化学研究所 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999003F1394
カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ
「ＴＣＫ」

カモスタットメシル酸塩１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999016F1022 メトレート錠２ｍｇ メトトレキサート錠 ２ｍｇ１錠 あゆみ製薬 経過措置期限終了

3999019F1220 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「テバ」 リセドロン酸ナトリウム水和物錠 ２．５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

3999019F1239 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＳＮ」 リセドロン酸ナトリウム水和物錠 ２．５ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

3999019F2090 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＳＮ」 リセドロン酸ナトリウム水和物錠 １７．５ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

3999019F2154
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「テ
バ」

リセドロン酸ナトリウム水和物錠 １７．５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

3999024M1034
ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＭＳ
Ｄ」

ジアゾキシドカプセル ２５ｍｇ１カプセル オーファンパシフィック 経過措置期限終了

3999405A1038 ミラクリッド注射液２万５千単位 ウリナスタチン注射液
２５，０００単位
０．５ｍＬ１管

持田製薬 経過措置期限終了

3999405D2022 ミラクリッド ウリナスタチン注射用
５０，０００単位１
瓶

持田製薬 経過措置期限終了

3999405D3029 ミラクリッド ウリナスタチン注射用
１００，０００単位
１瓶

持田製薬 経過措置期限終了

3999408A2038 スベニールバイアル関節注２５ｍｇ
精製ヒアルロン酸ナトリウム注射
液

１％２．５ｍＬ１瓶 中外製薬 経過措置期限終了

3999408G1280 ヒアロス関節注２５ｍｇ 精製ヒアルロン酸ナトリウムキット １％２．５ｍＬ１筒 あゆみ製薬 経過措置期限終了

3999411A1033 オザペン注２０ｍｇ オザグレルナトリウム注射液 ２０ｍｇ２ｍＬ１管 富士薬品 経過措置期限終了

3999411A7023 オザペン注４０ｍｇ オザグレルナトリウム注射液
４０ｍｇ２．５ｍＬ１
管

富士薬品 経過措置期限終了

3999411A8020 オザペン注８０ｍｇ
オザグレルナトリウム８０ｍｇ５ｍＬ
注射液

８０ｍｇ５ｍＬ１管 富士薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999411G5023 オザペンバッグ注８０ｍｇ オザグレルナトリウムキット
８０ｍｇ２００ｍＬ１
袋

富士薬品 経過措置期限終了

3999411G5058
オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ
バッグ「ＳＮ」

オザグレルナトリウムキット
８０ｍｇ２００ｍＬ１
袋

シオノケミカル 経過措置期限終了

3999412G1022 エスポー注射液７５０シリンジ
エポエチン　アルファ（遺伝子組換
え）キット

７５０国際単位
０．５ｍＬ１筒

協和キリン 経過措置期限終了

3999412G2029 エスポー注射液１５００シリンジ
エポエチン　アルファ（遺伝子組換
え）キット

１，５００国際単
位２ｍＬ１筒

協和キリン 経過措置期限終了

3999412G3025 エスポー注射液３０００シリンジ
エポエチン　アルファ（遺伝子組換
え）キット

３，０００国際単
位２ｍＬ１筒

協和キリン 経過措置期限終了

3999412G4021 エスポー皮下用６０００シリンジ
エポエチン　アルファ（遺伝子組換
え）キット

６，０００国際単
位０．５ｍＬ１筒

協和キリン 経過措置期限終了

3999412G5028 エスポー皮下用９０００シリンジ
エポエチン　アルファ（遺伝子組換
え）キット

９，０００国際単
位０．５ｍＬ１筒

協和キリン 経過措置期限終了

3999412G6024 エスポー皮下用１２０００シリンジ
エポエチン　アルファ（遺伝子組換
え）キット

１２，０００国際単
位０．５ｍＬ１筒

協和キリン 経過措置期限終了

3999423A1133
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍ
Ｌ「ＳＮ」

ゾレドロン酸水和物注射液 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 シオノケミカル 経過措置期限終了

3999423A3039
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００
ｍＬバッグ「サノフィ」

ゾレドロン酸水和物注射液
４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

共和クリティケア 経過措置期限終了

4223003F1031 ５－ＦＵ錠５０協和 フルオロウラシル錠 ５０ｍｇ１錠 協和キリン 経過措置期限終了

4223003F2038 ５－ＦＵ錠１００協和 フルオロウラシル錠 １００ｍｇ１錠 協和キリン 経過措置期限終了

4229101M1076 エスワンメイジ配合カプセルＴ２０
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤カプセル

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 経過措置期限終了

4229101M1092 テメラール配合カプセルＴ２０
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤カプセル

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

共和薬品 経過措置期限終了

4229101M2072 エスワンメイジ配合カプセルＴ２５
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤カプセル

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 経過措置期限終了

4229101M2099 テメラール配合カプセルＴ２５
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤カプセル

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当
量）

共和薬品 経過措置期限終了

4240405A3056
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１
ｍＬ「テバ」

ドセタキセル注射液 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 武田テバファーマ 経過措置期限終了

4240405A4052
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４
ｍＬ「テバ」

ドセタキセル注射液 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 武田テバファーマ 経過措置期限終了
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4291009F1055 ビカルタミド錠８０ｍｇ「Ｆ」 ビカルタミド錠 ８０ｍｇ１錠 富士製薬 経過措置期限終了

4291010F1112 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＳＮ」 アナストロゾール錠 １ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

4291010F1198
アナストロゾール錠１ｍｇ「マイラ
ン」

アナストロゾール１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4291044M1021 ジカディアカプセル１５０ｍｇ セリチニブカプセル
１５０ｍｇ１カプセ
ル

ノバルティス　ファーマ 経過措置期限終了

4291410A1088
オキサリプラチン点滴静注液５０ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

オキサリプラチン注射液
５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

富士フイルム富山化学 経過措置期限終了

4291410A2084
オキサリプラチン点滴静注液１００
ｍｇ「ＦＦＰ」

オキサリプラチン１００ｍｇ２０ｍＬ
注射液

１００ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

富士フイルム富山化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4291410A3072
オキサリプラチン点滴静注液２００
ｍｇ「ＦＦＰ」

オキサリプラチン注射液
２００ｍｇ４０ｍＬ１
瓶

富士フイルム富山化学 経過措置期限終了

4299401D1083 レンチナン静注用１ｍｇ「味の素」 レンチナン注射用 １ｍｇ１瓶 ＥＡファーマ 経過措置期限終了

4299403D1031 フォトフリン静注用７５ｍｇ ポルフィマーナトリウム注射用 ７５ｍｇ１瓶 ファイザー 経過措置期限終了

4419006F1360 ヒスタリジン錠１０ｍｇ ホモクロルシクリジン塩酸塩錠 １０ｍｇ１錠 東和薬品 経過措置期限終了

4419008F1407 マルスチン錠１ｍｇ クレマスチンフマル酸塩１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4419008F1440 テルギンＧ錠１ｍｇ クレマスチンフマル酸塩１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 高田製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4419008R1080 テルギンＧドライシロップ０．１％ クレマスチンフマル酸塩シロップ用 ０．１％１ｇ 高田製薬 経過措置期限終了

4419008R1101
クレ・ママレットドライシロップ０．
１％

クレマスチンフマル酸塩シロップ用 ０．１％１ｇ あゆみ製薬 経過措置期限終了

4490001C1056 インタール細粒１０％ クロモグリク酸ナトリウム細粒 １０％１ｇ サノフィ 経過措置期限終了

4490003M1344 マゴチフェンカプセル１ｍｇ
ケトチフェンフマル酸塩１ｍｇカプセ
ル

１ｍｇ１カプセル 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4490003R1295 マゴチフェンドライシロップ０．１％
ケトチフェンフマル酸塩０．１％シ
ロップ用

０．１％１ｇ 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4490005F1352 オキサトーワ錠３０ｍｇ オキサトミド錠 ３０ｍｇ１錠 東和薬品 経過措置期限終了

4490005F1549 オキサトミド錠３０ｍｇ「イワキ」 オキサトミド錠 ３０ｍｇ１錠 岩城製薬 経過措置期限終了

4490005R1278 オキサトーワＤＳ小児用２％ オキサトミドシロップ用 ２％１ｇ 東和薬品 経過措置期限終了

4490005R1413
オキサトミドドライシロップ小児用
２％「イワキ」

オキサトミドシロップ用 ２％１ｇ 岩城製薬 経過措置期限終了

4490017R1114 プランルカストＤＳ１０％「アメル」 プランルカスト水和物シロップ用 １０％１ｇ キョーリンリメディオ 経過措置期限終了

4490019F1079 エバスチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 エバスチン錠 ５ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

4490019F1168 エバスチン錠５ｍｇ「アメル」 エバスチン錠 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 経過措置期限終了

4490019F2075 エバスチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 エバスチン錠 １０ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

4490019F2164 エバスチン錠１０ｍｇ「アメル」 エバスチン錠 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 経過措置期限終了

4490019F3160 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 エバスチン口腔内崩壊錠 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 経過措置期限終了

4490019F4167 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 エバスチン口腔内崩壊錠 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 経過措置期限終了

4490020F1144 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 セチリジン塩酸塩錠 ５ｍｇ１錠 東亜薬品 経過措置期限終了

4490020F1349 セチリジン塩酸塩錠５「ＢＭＤ」 セチリジン塩酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 ビオメディクス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4490020F1357
セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

セチリジン塩酸塩錠 ５ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

4490020F2140 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＯＡ」 セチリジン塩酸塩錠 １０ｍｇ１錠 東亜薬品 経過措置期限終了

4490020F2345 セチリジン塩酸塩錠１０「ＢＭＤ」 セチリジン塩酸塩錠 １０ｍｇ１錠 ビオメディクス 経過措置期限終了

4490020F2353
セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

セチリジン塩酸塩錠 １０ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

4490023F1059
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＤＫ」

フェキソフェナジン塩酸塩６０ｍｇ錠 ６０ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4490023F1113
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＴＯＡ」

フェキソフェナジン塩酸塩錠 ６０ｍｇ１錠 東亜薬品 経過措置期限終了

4490023F2055
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＤＫ」

フェキソフェナジン塩酸塩３０ｍｇ錠 ３０ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4490023F2110
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＴＯＡ」

フェキソフェナジン塩酸塩錠 ３０ｍｇ１錠 東亜薬品 経過措置期限終了

4490023F3078
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０
ｍｇ「ＣＥＯ」

フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩
壊錠

６０ｍｇ１錠 セオリア　ファーマ 経過措置期限終了
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4490023F4058
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０
ｍｇ「ＣＥＯ」

フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩
壊錠

３０ｍｇ１錠 セオリア　ファーマ 経過措置期限終了

4490023R1039
フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％
「タカタ」

フェキソフェナジン塩酸塩シロップ
用

６％１ｇ 高田製薬 経過措置期限終了

4490025F1104
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｔ
ＯＡ」

オロパタジン塩酸塩錠 ２．５ｍｇ１錠 東亜薬品 経過措置期限終了

4490025F2100
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯ
Ａ」

オロパタジン塩酸塩錠 ５ｍｇ１錠 東亜薬品 経過措置期限終了

4490025F3107
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「アメル」

オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 ２．５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 経過措置期限終了

4490025F4103
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ア
メル」

オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 経過措置期限終了

4490029S1020
シダトレンスギ花粉舌下液２００ＪＡ
Ｕ／ｍＬボトル

標準化スギ花粉エキス液 １０ｍＬ１瓶 鳥居薬品 経過措置期限終了

4490029S1038
シダトレンスギ花粉舌下液２，０００
ＪＡＵ／ｍＬボトル

標準化スギ花粉エキス液 １０ｍＬ１瓶 鳥居薬品 経過措置期限終了

4490029S2026
シダトレンスギ花粉舌下液２，０００
ＪＡＵ／ｍＬパック

標準化スギ花粉エキス液 １ｍＬ１包 鳥居薬品 経過措置期限終了

5100008X1093 マツウラのウイキョウ（医療用） ウイキョウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100015X1107 マツウラのエンゴサク（医療用） エンゴサク １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100017X1114 マツウラのオウギ（医療用） オウギ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100019X1113 マツウラのオウゴン（医療用） オウゴン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100020A1156 マツウラのオウバク末（医療用） オウバク末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100020X1124 マツウラのオウバク（医療用） オウバク １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100022A1120 マツウラのオウレン末（医療用） オウレン末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100022X1123 マツウラのオウレン（医療用） オウレン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100023X1136 マツウラのオンジ（医療用） オンジ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100029X1095 マツウラのガジュツ（医療用） ガジュツ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

510002RX1036 マツウラのセキシャク（調剤用） セキシャク １０ｇ 松浦薬業 （薬価未収載品）販売中止

5100032X1143 マツウラのカッコン（医療用） カッコン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100036X1133 マツウラのカロコン（医療用） カロコン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100038X1051 マツウラのカンキョウ（調剤用） カンキョウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100039A1185 マツウラのカンゾウ末（医療用） カンゾウ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100039X1137 マツウラのカンゾウ（医療用） カンゾウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

510003NX1031 マツウラのトウジン（調剤用） トウジン １０ｇ 松浦薬業 （薬価未収載品）販売中止

5100042X1139 マツウラのキキョウ（医療用） キキョウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100045X1124 マツウラのキジツ（医療用） キジツ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100048X1063 マツウラのキョウカツ（調剤用） キョウカツ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100049X1092 マツウラのキョウニン（医療用） キョウニン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100052X1043 マツウラのクコシ（調剤用） クコシ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100055X1101 マツウラのケイガイ（医療用） ケイガイ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100056A1170 マツウラのケイヒ末（医療用） ケイヒ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100056X1149 マツウラのケイヒ（医療用） ケイヒ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100060A1215 ゲンチアナ末（山善） ゲンチアナ末 １０ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

5100062X1152 マツウラのコウカ（医療用） コウカ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100063X1165 マツウラのコウジン（医療用） コウジン １ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100064A1248 マツウラのコウジン末（調剤用） コウジン末 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5100065X1113 マツウラのコウブシ（医療用） コウブシ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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5100067A1128 マツウラのコウボク末（医療用） コウボク末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100067X1112 マツウラのコウボク（医療用） コウボク １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100069X1103 マツウラのゴシツ（医療用） ゴシツ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100070X1114 マツウラのゴシュユ（医療用） ゴシュユ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100072X1113 マツウラのゴミシ（医療用） ゴミシ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100075X1133 マツウラのサイコ（医療用） サイコ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100076X1111 マツウラのサイシン（医療用） サイシン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100079X1107 マツウラのサンキライ（医療用） サンキライ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100081A1144 マツウラのサンシシ末（医療用） サンシシ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100081X1112 マツウラのサンシシ（医療用） サンシシ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100082X1109 マツウラのサンシュユ（医療用） サンシュユ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100085X1064 マツウラのサンソウニン（調剤用） サンソウニン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100086X1107 マツウラのサンヤク（医療用） サンヤク １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100087X1136 マツウラのジオウ（医療用） ジオウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100090X1090 マツウラのシコン（医療用） シコン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100094A1133 マツウラのシャクヤク末（医療用） シャクヤク末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100094X1128 マツウラのシャクヤク（医療用） シャクヤク １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100097X1105 マツウラのシャゼンシ（医療用） シャゼンシ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100101X1138 マツウラのシュクシャ（医療用） シュクシャ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100102X1116 マツウラのショウキョウ（医療用） ショウキョウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100106X1114 マツウラのショウマ（医療用） ショウマ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100109X1096 マツウラのセッコウ（医療用） セッコウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100111A1147 マツウラのセンキュウ末（医療用） センキュウ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100111X1140 マツウラのセンキュウ（医療用） センキュウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100113X1122 マツウラのセンコツ（医療用） センコツ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100114X1046 マツウラのセンタイ（調剤用） センタイ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100115A1196 マツウラのセンナ末（医療用） センナ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100116A1158 マツウラのセンブリ末（医療用） センブリ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100117X1120 マツウラのソウジュツ（医療用） ソウジュツ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100120X1106 マツウラのソヨウ（医療用） ソヨウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100121A1191 マツウラのダイオウ末（医療用） ダイオウ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100121X1127 マツウラのダイオウ（医療用） ダイオウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100122X1113 マツウラのタイソウ（医療用） タイソウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100124A1136 マツウラのタクシャ末（医療用） タクシャ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100124X1120 マツウラのタクシャ（医療用） タクシャ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100126X1103
マツウラのチクセツニンジン（医療
用）

チクセツニンジン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100127X1116 マツウラのチモ（医療用） チモ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100128X1110 マツウラのチョウジ（医療用） チョウジ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100129X1069 マツウラのチョウトウコウ（調剤用） チョウトウコウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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5100130X1126 マツウラのチョレイ（医療用） チョレイ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100131X1112 マツウラのチンピ（医療用） チンピ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100137X1128 マツウラのトウキ（医療用） トウキ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100139X1143 マツウラのトウニン（医療用） トウニン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100148X1150 マツウラのニンジン（医療用） ニンジン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100151X1110 マツウラのバクモンドウ（医療用） バクモンドウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100152X1106 マツウラのハッカ（医療用） ハッカ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100153X1135 マツウラのハマボウフウ（医療用） ハマボウフウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100154X1148 マツウラのハンゲ（医療用） ハンゲ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100157X1109 マツウラのビャクシ（医療用） ビャクシ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100158A1143 マツウラのビャクジュツ末（医療用） ビャクジュツ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100158X1120 マツウラのビャクジュツ（医療用） ビャクジュツ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100160X1135 マツウラのビンロウジ（医療用） ビンロウジ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100161A1145 マツウラのブクリョウ末（医療用） ブクリョウ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100161X1121 マツウラのブクリョウ（医療用） ブクリョウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100163X1104 マツウラのボウイ（医療用） ボウイ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100168A1120 マツウラのボタンピ末（医療用） ボタンピ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100168X1131 マツウラのボタンピ（医療用） ボタンピ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100169A1133 マツウラのボレイ末（医療用） ボレイ末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100169X1110 マツウラのボレイ（医療用） ボレイ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100170X1120 マツウラのマオウ（医療用） マオウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100171X1052 マツウラのマシニン（調剤用） マシニン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100173X1116 マツウラのモクツウ（医療用） モクツウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100175X1115 マツウラのモッコウ（医療用） モッコウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100180A1156 マツウラのヨクイニン末（医療用） ヨクイニン末 １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100180X1140 マツウラのヨクイニン（医療用） ヨクイニン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100182X1115 マツウラのリュウコツ（医療用） リュウコツ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100183X1101 マツウラのリュウタン（医療用） リュウタン １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100185X1100 マツウラのレンギョウ（医療用） レンギョウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100190X1055 マツウラのトチュウ（医療用） トチュウ １０ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5200028D1073 マツウラ桂枝湯エキス顆粒 桂枝湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200034D1087 マツウラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 桂枝加朮附湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200050D1124
マツウラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
顆粒

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200057D1100 マツウラ三黄瀉心湯エキス顆粒 三黄瀉心湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200064D1053 マツウラ七物降下湯エキス顆粒 七物降下湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200070D1148 マツウラ十味敗毒湯エキス顆粒 十味敗毒湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200093D1130 マツウラ大柴胡湯エキス顆粒 大柴胡湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200103D1152 マツウラ猪苓湯エキス顆粒 猪苓湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200111D1165 マツウラ当帰芍薬散料エキス顆粒 当帰芍薬散エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了
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5200116D1109 マツウラ人参湯エキス顆粒 人参湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200130D1095 マツウラ防風通聖散エキス顆粒 防風通聖散エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200134D1093 マツウラ麻杏甘石湯エキス顆粒 麻杏甘石湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200138D1075 マツウラよく苡仁湯エキス顆粒 よく苡仁湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

6113400A1138
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用
０．５ｇ「サンド」

バンコマイシン塩酸塩０．５ｇ静注
用

０．５ｇ１瓶 サンド （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6113400A1197
塩酸バンコマイシン点滴静注用０．
５ｇ「ＨＫ」

バンコマイシン塩酸塩０．５ｇ静注
用

０．５ｇ１瓶 光製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6129001M1020 セフテムカプセル１００ｍｇ セフチブテン水和物カプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

塩野義製薬 経過措置期限終了

6129001M2027 セフテムカプセル２００ｍｇ セフチブテン水和物カプセル
２００ｍｇ１カプセ
ル

塩野義製薬 経過措置期限終了

6131001C1236 アモキシシリン細粒１０％「タツミ」 アモキシシリン１００ｍｇ細粒 １００ｍｇ１ｇ 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6131001C2097 アモキシシリン細粒２０％「タツミ」 アモキシシリン２００ｍｇ細粒 ２００ｍｇ１ｇ 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6131001F2042 パセトシン錠２５０ アモキシシリン水和物錠 ２５０ｍｇ１錠 アスペンジャパン 経過措置期限終了

6131001M1096
アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ
「タツミ」

アモキシシリン１２５ｍｇカプセル
１２５ｍｇ１カプセ
ル

辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6131001M1134
アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ
「ＮＰ」

アモキシシリン１２５ｍｇカプセル
１２５ｍｇ１カプセ
ル

ニプロ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6131001M2017 アモキシシリン２５０ｍｇカプセル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

経過措置期限終了

6131001M2297
アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
「タツミ」

アモキシシリン水和物カプセル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

辰巳化学 経過措置期限終了

6131001M2319 パセトシンカプセル２５０ アモキシシリン水和物カプセル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

アスペンジャパン 経過措置期限終了

6131001M2343
アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
「ＮＰ」

アモキシシリン２５０ｍｇカプセル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

ニプロ ※2

6132008C1049 セフィーナ細粒５０ セフィキシム水和物細粒 ５０ｍｇ１ｇ 武田テバファーマ 経過措置期限終了

6132008C2029 セフィーナ細粒１００ セフィキシム１００ｍｇ細粒 １００ｍｇ１ｇ 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6132400F1025 ハロスポア静注用０．２５ｇ セフォチアム塩酸塩静注用 ２５０ｍｇ１瓶 富士フイルム富山化学 経過措置期限終了

6132400F2021 ハロスポア静注用０．５ｇ セフォチアム塩酸塩静注用 ５００ｍｇ１瓶 富士フイルム富山化学 経過措置期限終了

6132400F3028 ハロスポア静注用１ｇ セフォチアム塩酸塩静注用 １ｇ１瓶 富士フイルム富山化学 経過措置期限終了

6132408F3016 セフメタゾールナトリウム１ｇ静注用 １ｇ１瓶 ※1

6132424F1055
セフピロム硫酸塩静注用０．５ｇ「Ｃ
ＭＸ」

セフピロム硫酸塩静注用 ０．５ｇ１瓶 ケミックス 経過措置期限終了

6132424F2051
セフピロム硫酸塩静注用１ｇ「ＣＭ
Ｘ」

セフピロム硫酸塩静注用 １ｇ１瓶 ケミックス 経過措置期限終了

6149002F1100
ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「サ
ンド」

ロキシスロマイシン１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 サンド （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6149002F1150
ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
「ファイザー」

ロキシスロマイシン１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6149003F1082
クラリスロマイシン錠５０小児用「Ｔ
ＣＫ」

クラリスロマイシン５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6149003F2097 クラリスロマイシン錠２００「ＴＣＫ」 クラリスロマイシン２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6149003F2119
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サ
ンド」

クラリスロマイシン２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 サンド （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6149003R1097
クラリスロマイシンＤＳ１０％「ＭＥＥ
Ｋ」

クラリスロマイシンシロップ用 １００ｍｇ１ｇ 小林化工 経過措置期限終了

6149003R1186
クラリスロマイシンドライシロップ１
０％小児用「マイラン」

クラリスロマイシンシロップ用 １００ｍｇ１ｇ マイラン製薬 経過措置期限終了

6149004F1079
アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＯ
Ｇ」

アジスロマイシン水和物錠 ２５０ｍｇ１錠 興和 経過措置期限終了

6149004R1024
ジスロマックＳＲ成人用ドライシロッ
プ２ｇ

アジスロマイシン水和物シロップ用 ２ｇ１瓶 ファイザー 経過措置期限終了

6241008F1120
シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

シプロフロキサシン塩酸塩１００ｍ
ｇ錠

１００ｍｇ１錠 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6241008F2151
シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

シプロフロキサシン塩酸塩２００ｍ
ｇ錠

２００ｍｇ１錠 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6241013F2187
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「サト
ウ」

レボフロキサシン水和物錠
２５０ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンと
して）

佐藤製薬 経過措置期限終了

6241013F2195
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「サノ
フィ」

レボフロキサシン２５０ｍｇ錠
２５０ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンと
して）

共和クリティケア （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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6241013F3183
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サト
ウ」

レボフロキサシン水和物錠
５００ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンと
して）

佐藤製薬 経過措置期限終了

6241013F3191
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サノ
フィ」

レボフロキサシン５００ｍｇ錠
５００ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンと
して）

共和クリティケア （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6250002D1148 アシクロビル顆粒４０％「ＣＨＯＳ」 アシクロビル４０％顆粒 ４０％１ｇ シー・エイチ・オー新薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6250019F1322
バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかも
と」

バラシクロビル塩酸塩５００ｍｇ錠 ５００ｍｇ１錠 わかもと製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6250022F1022 コペガス錠２００ｍｇ リバビリン錠 ２００ｍｇ１錠 中外製薬 経過措置期限終了

6250039M1027 スンベプラカプセル１００ｍｇ アスナプレビルカプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

ブリストル・マイヤーズスクイブ 経過措置期限終了

6250040F1020 ダクルインザ錠６０ｍｇ ダクラタスビル塩酸塩錠 ６０ｍｇ１錠 ブリストル・マイヤーズスクイブ 経過措置期限終了

6250700N1044 カサールクリーム３％ ビダラビン３％クリーム ３％１ｇ マルホ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6290005F1113 テルビナフィン錠１２５「ＴＣＫ」 テルビナフィン塩酸塩錠 １２５ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

6290005F1199 ネドリール錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩錠 １２５ｍｇ１錠 高田製薬 経過措置期限終了

631340AD1067
おたふくかぜ生ワクチン「北里第一
三共」

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
（星野株）

１瓶（溶解液付） 第一三共 （薬価未収載品）販売中止

6322400X2102 沈降破傷風トキソイド「ＫＭＢ」 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１瓶 ＫＭバイオロジクス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6322401G1046
沈降破傷風トキソイド「北里第一三
共」シリンジ

沈降破傷風トキソイドキット ０．５ｍＬ１筒 第一三共 経過措置期限終了

6343410X3137 献血アルブミン２０「ＫＭＢ」 人血清アルブミン注射液 ２０％２０ｍＬ１瓶 ＫＭバイオロジクス 経過措置期限終了

6343414X1051 ファイバ静注用５００
乾燥人血液凝固因子抗体迂回活
性複合体注射用

５００単位１０ｍＬ
１瓶（溶解液付）

武田薬品 経過措置期限終了

6343432D4036 アドベイト静注用２５０
ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組
換え）注射用

２５０国際単位１
瓶（溶解液付）

武田薬品 経過措置期限終了

6343432D5032 アドベイト静注用５００
ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組
換え）注射用

５００国際単位１
瓶（溶解液付）

武田薬品 経過措置期限終了

6343432D6039 アドベイト静注用１０００
ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組
換え）注射用

１，０００国際単
位１瓶（溶解液
付）

武田薬品 経過措置期限終了

6343432D7035 アドベイト静注用２０００
ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組
換え）注射用

２，０００国際単
位１瓶（溶解液
付）

武田薬品 経過措置期限終了

6343432D8023 アドベイト静注用１５００
ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組
換え）注射用

１，５００国際単
位１瓶（溶解液
付）

武田薬品 経過措置期限終了

6343432D9020 アドベイト静注用３０００
ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組
換え）注射用

３，０００国際単
位１瓶（溶解液
付）

武田薬品 経過措置期限終了

636140AA1068
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイ
ド「ＫＭＢ」

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイ
ド

１ｍＬ１瓶 ＫＭバイオロジクス （薬価未収載品）販売中止

636940CD3030
はしか風しん混合生ワクチン「北里
第一三共」

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワク
チン（ＡＩＫ－Ｃ株・高橋株）

１瓶（溶解液付） 第一三共 （薬価未収載品）販売中止

6399420D2028
ペグイントロン皮下注用１００μｇ
／０．５ｍＬ用

ペグインターフェロン　アルファ－２
ｂ（遺伝子組換え）注射用

１００μｇ１瓶（溶
解液付）

ＭＳＤ 経過措置期限終了

6415002X1065 塩酸キニーネ「ホエイ」 キニーネ塩酸塩水和物 １ｇ マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7119700L1158 アラビアゴム末 アラビアゴム末 １０ｇ 山善製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7121700X1042 白色軟膏 白色軟膏 １０ｇ 東豊薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7121712X1029 ラッカセイ油 ラッカセイ油 １０ｍＬ 小堺製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7121718X1174 流動パラフィン（山善） 流動パラフィン １０ｍＬ 山善製薬 経過措置期限終了

7123702X1046 マクロゴール１５００ マクロゴール１５００ １０ｇ 東豊薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7131400A2021 注射用蒸留水 注射用水 ２０ｍＬ１管 共和クリティケア （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7131400A9034 注射用水 注射用水 １ｍＬ１管 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7149004X1150 ｌ－メントール（山善） ｌ－メントール １ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

7149006X1191 ハッカ油（山善） ハッカ油 １ｍＬ 山善製薬 経過措置期限終了

7219412A2106 バイステージ３００注５０ｍＬ
イオパミドール（３００）５０ｍＬ注射
液

６１．２４％５０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412A3110 バイステージ３００注１００ｍＬ
イオパミドール（３００）１００ｍＬ注
射液

６１．２４％１００
ｍＬ１瓶

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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7219412A5105 バイステージ３７０注５０ｍＬ
イオパミドール（３７０）５０ｍＬ注射
液

７５．５２％５０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412A6110 バイステージ３７０注１００ｍＬ
イオパミドール（３７０）１００ｍＬ注
射液

７５．５２％１００
ｍＬ１瓶

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412A7078 バイステージ１５０注５０ｍＬ
イオパミドール（１５０）５０ｍＬ注射
液

３０．６２％５０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412A8015
イオパミドール（１５０）２００ｍＬ注
射液

３０．６２％２００
ｍＬ１瓶

経過措置期限終了

7219412A8074 バイステージ１５０注２００ｍＬ
イオパミドール（１５０）２００ｍＬ注
射液

３０．６２％２００
ｍＬ１瓶

武田テバファーマ ※2

7219412A9100 バイステージ３００注２０ｍＬ
イオパミドール（３００）２０ｍＬ注射
液

６１．２４％２０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412G1072
バイステージ注３００シリンジ１００
ｍＬ

イオパミドール（３００）１００ｍＬ
キット

６１．２４％１００
ｍＬ１筒

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412G2087
バイステージ注３００シリンジ５０ｍ
Ｌ

イオパミドール（３００）５０ｍＬキット
６１．２４％５０ｍ
Ｌ１筒

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412G5043
バイステージ注３７０シリンジ１００
ｍＬ

イオパミドールキット
７５．５２％１００
ｍＬ１筒

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7219412G6058
バイステージ注３００シリンジ８０ｍ
Ｌ

イオパミドール（３００）８０ｍＬキット
６１．２４％８０ｍ
Ｌ１筒

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412G9065
バイステージ注３７０シリンジ８０ｍ
Ｌ

イオパミドール（３７０）８０ｍＬキット
７５．５２％８０ｍ
Ｌ１筒

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412H1108 バイステージ３７０注２０ｍＬ
イオパミドール（３７０）２０ｍＬ注射
液

７５．５２％２０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412P1056
バイステージ注３７０シリンジ５０ｍ
Ｌ

イオパミドール（３７０）５０ｍＬキット
７５．５２％５０ｍ
Ｌ１筒

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412P3040
バイステージ注３７０シリンジ６５ｍ
Ｌ

イオパミドール（３７０）６５ｍＬキット
７５．５２％６５ｍ
Ｌ１筒

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415A1014
イオヘキソール（１４０）５０ｍＬ注射
液

３０．２０％５０ｍ
Ｌ１瓶

経過措置期限終了

7219415A1049 イオベリン１４０注５０ｍＬ
イオヘキソール（１４０）５０ｍＬ注射
液

３０．２０％５０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ ※2

7219415A2010
イオヘキソール（１４０）２２０ｍＬ注
射液

３０．２０％２２０
ｍＬ１瓶

経過措置期限終了

7219415A2045 イオベリン１４０注２２０ｍＬ
イオヘキソール（１４０）２２０ｍＬ注
射液

３０．２０％２２０
ｍＬ１瓶

武田テバファーマ ※2

7219415A3017
イオヘキソール（１８０）１０ｍＬ注射
液

３８．８２％１０ｍ
Ｌ１瓶

経過措置期限終了

7219415A3041 イオベリン１８０注１０ｍＬ
イオヘキソール（１８０）１０ｍＬ注射
液

３８．８２％１０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ ※2

7219415A4013
イオヘキソール（２４０）１０ｍＬ注射
液

５１．７７％１０ｍ
Ｌ１瓶

経過措置期限終了

7219415A4048 イオベリン２４０注１０ｍＬ
イオヘキソール（２４０）１０ｍＬ注射
液

５１．７７％１０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ ※2

7219415A5010
イオヘキソール（２４０）２０ｍＬ注射
液

５１．７７％２０ｍ
Ｌ１瓶

経過措置期限終了

7219415A5044 イオベリン２４０注２０ｍＬ
イオヘキソール（２４０）２０ｍＬ注射
液

５１．７７％２０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ ※2

7219415A6016
イオヘキソール（２４０）５０ｍＬ注射
液

５１．７７％５０ｍ
Ｌ１瓶

経過措置期限終了

7219415A6040 イオベリン２４０注５０ｍＬ
イオヘキソール（２４０）５０ｍＬ注射
液

５１．７７％５０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ ※2

7219415A7012
イオヘキソール（２４０）１００ｍＬ注
射液

５１．７７％１００
ｍＬ１瓶

経過措置期限終了

7219415A7047 イオベリン２４０注１００ｍＬ
イオヘキソール（２４０）１００ｍＬ注
射液

５１．７７％１００
ｍＬ１瓶

武田テバファーマ ※2

7219415A8019
イオヘキソール（３００）１０ｍＬ注射
液

６４．７１％１０ｍ
Ｌ１瓶

※1

7219415G2013
イオヘキソール（３００）５０ｍＬキッ
ト

６４．７１％５０ｍ
Ｌ１筒

※1

7219415G3010
イオヘキソール（３００）１００ｍＬ
キット

６４．７１％１００
ｍＬ１筒

※1

7219415G4016
イオヘキソール（３００）８０ｍＬキッ
ト

６４．７１％８０ｍ
Ｌ１筒

※1

7219415G6019
イオヘキソール（３００）１５０ｍＬ
キット

６４．７１％１５０
ｍＬ１筒

※1

7219415G9018
イオヘキソール（３００）１１０ｍＬ
キット

６４．７１％１１０
ｍＬ１筒

※1

7219415H1012
イオヘキソール（３００）５０ｍＬ注射
液

６４．７１％５０ｍ
Ｌ１瓶

※1

7219415H3015
イオヘキソール（３５０）２０ｍＬ注射
液

７５．４９％２０ｍ
Ｌ１瓶

※1

7219415H5018
イオヘキソール（３５０）１００ｍＬ注
射液

７５．４９％１００
ｍＬ１瓶

※1

7219415H6014
イオヘキソール（３００）１５０ｍＬ注
射液

６４．７１％１５０
ｍＬ１瓶

経過措置期限終了

7219415H6065 イオベリン３００注１５０ｍＬ
イオヘキソール（３００）１５０ｍＬ注
射液

６４．７１％１５０
ｍＬ１瓶

武田テバファーマ ※2
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7219415H8017
イオヘキソール（３５０）４５ｍＬキッ
ト

７５．４９％４５ｍ
Ｌ１筒

経過措置期限終了

7219415H8033 イオベリン３５０注シリンジ４５ｍＬ
イオヘキソール（３５０）４５ｍＬキッ
ト

７５．４９％４５ｍ
Ｌ１筒

武田テバファーマ ※2

7223405D1028 注射用ＧＲＦ住友５０ ソマトレリン酢酸塩注射用
５０μｇ１瓶（溶解
液付）

大日本住友製薬 経過措置期限終了

7223405D2024 注射用ＧＲＦ住友１００ ソマトレリン酢酸塩注射用
１００μｇ１瓶（溶
解液付）

大日本住友製薬 経過措置期限終了

732170AQ5022 サイデックスプラス２８　３．５％液 グルタラール液 ３．５％１ｍＬ ＡＳＰ　Ｊａｐａｎ （薬価未収載品）販売中止

8219400A1055
フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤン
セン」

フェンタニルクエン酸塩注射液
０．００５％２ｍＬ
１管

テルモ 経過措置期限終了

8219400A2043
フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「ヤ
ンセン」

フェンタニルクエン酸塩注射液
０．００５％５ｍＬ
１管

テルモ 経過措置期限終了

8219400A3023
フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤン
セン」

フェンタニルクエン酸塩注射液
０．００５％１０ｍ
Ｌ１管

テルモ 経過措置期限終了

8219500A1037 タラモナール静注
ドロペリドール・フェンタニルクエン
酸塩注射液

２ｍＬ１管 第一三共プロファーマ 経過措置期限終了
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2231001Q1184 セネガシロップ「司生堂」 セネガシロップ １０ｍＬ 司生堂製薬

2232001X1119 アンモニア・ウイキョウ精「司生堂」 アンモニア・ウイキョウ精 １０ｍＬ 司生堂製薬

2355002X1121 硫酸マグネシウム「カナダ」 硫酸マグネシウム水和物 １０ｇ 金田直隆商店

2399700X1116 複方ヨード・グリセリン「司生堂」 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 司生堂製薬

2612700X1137 希ヨードチンキ「司生堂」 希ヨードチンキ １０ｍＬ 司生堂製薬

2612703X1122 ヨードチンキ「司生堂」 ヨードチンキ １０ｍＬ 司生堂製薬

2615705Q1129 消毒用エタプロコールＵ 消毒用エタノール １０ｍＬ 日興製薬

2615705Q1234 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 消毒用エタノール １０ｍＬ 東豊薬品

2616700Q3053
塩化ベンザルコニウム液（５０Ｗ／
Ｖ％）「カナダ」

濃ベンザルコニウム塩化物液５０ １０ｍＬ 金田直隆商店

2643700X1095 アンモニア水「司生堂」 アンモニア水 １０ｍＬ 司生堂製薬

2649703X1076 硫酸アルミニウムカリウム「カナダ」 硫酸アルミニウムカリウム水和物 １０ｇ 金田直隆商店

2649704M1090 亜鉛華軟膏「司生堂」 亜鉛華軟膏 １０ｇ 司生堂製薬

2649709X1120 チンク油「司生堂」 チンク油 １０ｇ 司生堂製薬

2661700X1255 酢酸「カナダ」 酢酸 １０ｍＬ 金田直隆商店

2730815Q1025 クロロフェン パラクロロフェノール・カンフル液 １ｍＬ アグサジャパン

2790801Q1021 アンモニア銀液 アンモニア銀液 １ｍＬ アグサジャパン

2790803Q1039 クロル亜鉛液 塩化亜鉛液 ８％１ｍＬ アグサジャパン

2790822Q1023 弗化ソーダ液 フッ化ナトリウム液 ２％１ｍＬ アグサジャパン

3221001X1071 ヨウ化カリウム「司生堂」 ヨウ化カリウム １ｇ 司生堂製薬

3291001X1033 ブドウ酒 ブドウ酒 １０ｍＬ 司生堂製薬

3311402G8080 生食注シリンジ「テルモ」２０ｍＬ 生理食塩液キット ２０ｍＬ１筒 テルモ

3319551A8053 ソルアセトＤ輸液
ブドウ糖加酢酸リンゲル２００ｍＬ
液

２００ｍＬ１袋 テルモ

5100002A1050 小島アセンヤク末Ｍ アセンヤク末 １０ｇ 小島漢方

5100002A1077 トチモトのアセンヤク末 アセンヤク末 １０ｇ 栃本天海堂

5100002A1115 ナカジマ　アセンヤク末 アセンヤク末 １０ｇ 中嶋生薬

5100003A1063 小島甘茶末Ｍ アマチャ末 １０ｇ 小島漢方

5100003A1080 トチモトのアマチャ末 アマチャ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100003A1128 ナカジマ　アマチャ末 アマチャ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100003X1066 小島甘茶Ｍ アマチャ １０ｇ 小島漢方

5100003X1082 トチモトのアマチャ アマチャ １０ｇ 栃本天海堂

5100003X1112 アマチャＭ永大 アマチャ １０ｇ 永大薬業

5100003X1139 ナカジマ　アマチャ アマチャ １０ｇ 中嶋生薬

【未掲載情報に関する説明】
薬品マスタには登録されていますが、添付文書情報は未掲載の薬品です。
・新薬欄：○印があるものは、当月版データベースにおいて追加された薬品です。
・告示日欄：告示日があるものは、新薬欄に○印のある薬品のうち、官報で告示された薬品です。

添付文書情報未掲載の理由としては、以下のようなものが挙げられます。
　・生薬・基剤薬品
　・製造販売はされているが、添付文書の入手が困難な薬品
　・薬価収載はされているが、販売をしていない薬品（今後販売予定の薬品を含む）
　・添付文書は入手済みで、当月版に処理が間に合わなかったために次月版で掲載予定の薬品
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5100005X1030 トチモトのアンソッコウ アンソッコウ １０ｇ 栃本天海堂

5100008X1131 ナカジマ　ウイキョウ ウイキョウ １０ｇ 中嶋生薬

5100013X1078 トチモトのウワウルシ ウワウルシ １０ｇ 栃本天海堂

5100013X1108 小島ウワウルシＭ ウワウルシ １０ｇ 小島漢方

5100014A1053 小島営実末Ｍ エイジツ末 １０ｇ 小島漢方

5100014A1061 高砂エイジツ末Ｍ エイジツ末 １０ｇ 高砂薬業

5100014A1070 トチモトのエイジツ末 エイジツ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100014A1118 ナカジマ　エイジツ末 エイジツ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100014X1048 小島営実Ｍ エイジツ １０ｇ 小島漢方

5100014X1110 ナカジマ　エイジツ エイジツ １０ｇ 中嶋生薬

5100015X1140 ナカジマ　エンゴサク エンゴサク １０ｇ 中嶋生薬

5100017X1165 ナカジマ　オウギ オウギ １０ｇ 中嶋生薬

5100019A1137 ナカジマ　オウゴン末 オウゴン末 １０ｇ 中嶋生薬

5100019X1164 ナカジマ　オウゴン オウゴン １０ｇ 中嶋生薬

5100020A1083 小島黄柏末Ｍ オウバク末 １０ｇ 小島漢方

5100020X1183 ナカジマ　オウバク オウバク １０ｇ 中嶋生薬

5100022A1074 小島黄連末Ｍ オウレン末 １０ｇ 小島漢方

5100022X1174 ナカジマ　オウレンＡＭ オウレン １０ｇ 中嶋生薬

5100023A1052 小島遠志末Ｍ オンジ末 １０ｇ 小島漢方

5100023A1079 トチモトのオンジ末 オンジ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100023A1117 ナカジマ　オンジ末 オンジ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100023X1144 ナカジマ　オンジ オンジ １０ｇ 中嶋生薬

5100029X1125 ナカジマ　ガジュツ ガジュツ １０ｇ 中嶋生薬

5100032X1194 ナカジマ　カッコン カッコン １０ｇ 中嶋生薬

5100034A1050 小島吉草根末Ｍ カノコソウ末 １０ｇ 小島漢方

5100034A1069 高砂カノコソウ末Ｍ カノコソウ末 １０ｇ 高砂薬業

5100034A1077 トチモトのカノコソウ末 カノコソウ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100034A1115 ナカジマ　カノコソウ末 カノコソウ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100034X1061 高砂カノコソウＭ カノコソウ １０ｇ 高砂薬業

5100034X1118 ナカジマ　カノコソウ カノコソウ １０ｇ 中嶋生薬

5100036X1141 ナカジマ　カロコン カロコン １０ｇ 中嶋生薬

5100039A1088 小島甘草末Ｍ カンゾウ末 １０ｇ 小島漢方

5100039X1188 ナカジマ　カンゾウ　ＡＭ カンゾウ １０ｇ 中嶋生薬

5100041A1034 トチモトのカンテン末 カンテン末 １０ｇ 栃本天海堂

5100042A1071 小島桔梗末Ｍ キキョウ末 １０ｇ 小島漢方

5100042X1180 ナカジマ　キキョウ キキョウ １０ｇ 中嶋生薬

5100044X1057 小島キササゲＭ キササゲ １０ｇ 小島漢方
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5100044X1065 高砂キササゲＭ キササゲ １０ｇ 高砂薬業

5100044X1073 トチモトのキササゲ キササゲ １０ｇ 栃本天海堂

5100045X1175 ナカジマ　キジツ キジツ １０ｇ 中嶋生薬

5100047A1058 トチモトのキナ末 キナ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100049X1157 ナカジマ　キョウニン キョウニン １０ｇ 中嶋生薬

5100053X1030 トチモトのクコヨウ クコヨウ １０ｇ 栃本天海堂

5100054A1058 小島苦参末Ｍ クジン末 １０ｇ 小島漢方

5100054A1074 トチモトのクジン末 クジン末 １０ｇ 栃本天海堂

5100054A1112 ナカジマ　クジン末 クジン末 １０ｇ 中嶋生薬

5100054X1158 ナカジマ　クジン クジン １０ｇ 中嶋生薬

5100055X1144 ナカジマ　ケイガイ ケイガイ １０ｇ 中嶋生薬

5100056A1081 小島桂皮末Ｍ ケイヒ末 １０ｇ 小島漢方

5100056X1190 ナカジマ　ケイヒ ケイヒ １０ｇ 中嶋生薬

5100057X1062 小島決明子Ｍ ケツメイシ １０ｇ 小島漢方

5100058X1040 小島牽牛子Ｍ ケンゴシ １０ｇ 小島漢方

5100058X1091 ナカジマ　ケンゴシ ケンゴシ １０ｇ 中嶋生薬

5100060A1150 小島ゲンチアナ末Ｍ ゲンチアナ末 １０ｇ 小島漢方

5100060A1169 トチモトのゲンチアナ末 ゲンチアナ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100060A1258 高砂ゲンチアナ末Ｍ ゲンチアナ末 １０ｇ 高砂薬業

5100060X1064 小島ゲンチアナＭ ゲンチアナ １０ｇ 小島漢方

5100060X1072 高砂ゲンチアナＭ ゲンチアナ １０ｇ 高砂薬業

5100060X1080 トチモトのゲンチアナ ゲンチアナ １０ｇ 栃本天海堂

5100060X1110 ナカジマ　ゲンチアナ ゲンチアナ １０ｇ 中嶋生薬

5100061A1066 小島玄草末Ｍ ゲンノショウコ末 １０ｇ 小島漢方

5100061A1074 高砂ゲンノショウコ末Ｍ ゲンノショウコ末 １０ｇ 高砂薬業

5100061A1082 トチモトのゲンノショウコ末 ゲンノショウコ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100061X1077 小島玄草Ｍ ゲンノショウコ １０ｇ 小島漢方

5100061X1093 トチモトのゲンノショウコ ゲンノショウコ １０ｇ 栃本天海堂

5100062X1071 小島紅花Ｍ コウカ １０ｇ 小島漢方

5100062X1160 ナカジマ　コウカ　ＡＭ コウカ １０ｇ 中嶋生薬

5100063X1297 ナカジマ　コウジン　ＡＭ コウジン １ｇ 中嶋生薬

5100064A1272 薬師印のコウジン末 コウジン末 １ｇ 薬師製薬

5100065A1129 ナカジマ　コウブシ末 コウブシ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100065X1164 ナカジマ　コウブシ コウブシ １０ｇ 中嶋生薬

5100067A1136 ナカジマ　コウボク末 コウボク末 １０ｇ 中嶋生薬

5100067X1163 ナカジマ　コウボク コウボク １０ｇ 中嶋生薬

5100069X1146 ナカジマ　ゴシツ ゴシツ １０ｇ 中嶋生薬
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5100070X1157 ナカジマ　ゴシュユ ゴシュユ １０ｇ 中嶋生薬

5100072X1164 ナカジマ　ゴミシ ゴミシ １０ｇ 中嶋生薬

5100073A1069 トチモトのコロンボ末 コロンボ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100073A1123 ナカジマ　コロンボ末 コロンボ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100073X1053 トチモトのコロンボ コロンボ １０ｇ 栃本天海堂

5100073X1088 ナカジマ　コロンボ コロンボ １０ｇ 中嶋生薬

5100074X1031 トチモトのコンズランゴ コンズランゴ １０ｇ 栃本天海堂

5100075X1184 ナカジマ　サイコ サイコ １０ｇ 中嶋生薬

5100076X1162 ナカジマ　サイシン サイシン １０ｇ 中嶋生薬

5100078X1145 紀伊国屋サフランＭ サフラン １ｇ 紀伊国屋漢薬局

5100078X1161 ナカジマ　サフラン　ＡＭ サフラン １ｇ 中嶋生薬

5100079A1058 小島山帰来末Ｍ サンキライ末 １０ｇ 小島漢方

5100079A1074 トチモトのサンキライ末 サンキライ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100079A1112 ナカジマ　サンキライ末 サンキライ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100079X1069 小島山帰来Ｍ サンキライ １０ｇ 小島漢方

5100079X1140 ナカジマ　サンキライ　ＡＭ サンキライ １０ｇ 中嶋生薬

5100081A1071 小島山梔子末Ｍ サンシシ末 １０ｇ 小島漢方

5100081X1163 ナカジマ　サンシシ サンシシ １０ｇ 中嶋生薬

5100082X1117 紀伊国屋サンシュユ サンシュユ １０ｇ 紀伊国屋漢薬局

5100082X1150 ナカジマ　サンシュユ サンシュユ １０ｇ 中嶋生薬

5100083A1070 小島山椒末Ｍ サンショウ末 １０ｇ 小島漢方

5100083A1097 トチモトのサンショウ末 サンショウ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100083A1127 ナカジマサンショウ末 サンショウ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100083X1065 小島山椒Ｍ サンショウ １０ｇ 小島漢方

5100083X1120 ナカジマ　サンショウ サンショウ １０ｇ 中嶋生薬

5100086X1158 ナカジマ　サンヤク サンヤク １０ｇ 中嶋生薬

5100087X1195 ナカジマ　ジオウ ジオウ １０ｇ 中嶋生薬

5100090X1120 ナカジマ　シコン シコン １０ｇ 中嶋生薬

5100094A1141 ナカジマ　シャクヤク末 シャクヤク末 １０ｇ 中嶋生薬

5100094X1179 ナカジマ　シャクヤク シャクヤク １０ｇ 中嶋生薬

5100097X1148 ナカジマ　シャゼンシ シャゼンシ １０ｇ 中嶋生薬

5100098X1096 小島車前草Ｍ シャゼンソウ １０ｇ 小島漢方

5100101A1054 小島縮砂末Ｍ シュクシャ末 １０ｇ 小島漢方

5100101A1119 ナカジマ　シュクシャ末 シュクシャ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100101X1146 ナカジマ　シュクシャ シュクシャ １０ｇ 中嶋生薬

5100102A1130 ナカジマ　ショウキョウ末 ショウキョウ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100102X1167 ナカジマ　ショウキョウ ショウキョウ １０ｇ 中嶋生薬
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5100103X1048 小島小豆蒄Ｍ ショウズク １０ｇ 小島漢方

5100103X1064 トチモトのショウズク ショウズク １０ｇ 栃本天海堂

5100103X1099 ナカジマ　ショウズク ショウズク １０ｇ 中嶋生薬

5100106X1157 ナカジマ　ショウマ ショウマ １０ｇ 中嶋生薬

5100109X1134 ナカジマ　セッコウ セッコウ １０ｇ 中嶋生薬

5100110A1053 トチモトのセネガ末 セネガ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100110A1088 小島セネガ末Ｍ セネガ末 １０ｇ 小島漢方

5100110X1048 トチモトのセネガ セネガ １０ｇ 栃本天海堂

5100110X1072 小島セネガＭ セネガ １０ｇ 小島漢方

5100110X1099 ナカジマ　セネガ セネガ １０ｇ 中嶋生薬

5100111A1155 ナカジマセンキュウ末 センキュウ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100111X1190 ナカジマ　センキュウ センキュウ １０ｇ 中嶋生薬

5100113X1157 ナカジマ　センコツ センコツ １０ｇ 中嶋生薬

5100115A1080 高砂センナ末Ｍ センナ末 １０ｇ 高砂薬業

5100115A1102 センナ末 センナ末 １０ｇ 日本粉末薬品

5100115A1170 小島センナ末Ｍ センナ末 １０ｇ 小島漢方

5100115A1200 ナカジマ　センナ末　ＡＭ センナ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100115X1121 小島センナＭ センナ １０ｇ 小島漢方

5100115X1148 ナカジマ　センナ　ＡＭ センナ １０ｇ 中嶋生薬

5100116A1093 高砂センブリ末Ｍ センブリ末 １０ｇ 高砂薬業

5100116A1107 トチモトのセンブリ末 センブリ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100116A1182 小島センブリ末Ｍ センブリ末 １０ｇ 小島漢方

5100116X1070 高砂センブリＭ センブリ １０ｇ 高砂薬業

5100116X1088 トチモトのセンブリ センブリ １０ｇ 栃本天海堂

5100116X1126 小島センブリＭ センブリ １０ｇ 小島漢方

5100117A1128 紀伊国屋ソウジュツ末Ｍ ソウジュツ末 １０ｇ 紀伊国屋漢薬局

5100117A1152 ナカジマ　ソウジュツ末 ソウジュツ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100117X1171 ナカジマ　ソウジュツ ソウジュツ １０ｇ 中嶋生薬

5100118X1060 小島桑白皮Ｍ ソウハクヒ １０ｇ 小島漢方

5100118X1133 ナカジマ　ソウハクヒ　ＡＭ ソウハクヒ １０ｇ 中嶋生薬

5100120X1114 紀伊国屋ソヨウＭ ソヨウ １０ｇ 紀伊国屋漢薬局

5100120X1149 ナカジマ　ソヨウ ソヨウ １０ｇ 中嶋生薬

5100121A1108 小島大黄末Ｍ ダイオウ末 １０ｇ 小島漢方

5100121A1213 ダイオウ末 ダイオウ末 １０ｇ 東洋薬行

5100121A1230 ナカジマ　ダイオウ末ＡＭ ダイオウ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100121X1178 ナカジマ　ダイオウ ダイオウ １０ｇ 中嶋生薬

5100122X1164 ナカジマ　タイソウ タイソウ １０ｇ 中嶋生薬
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5100124A1144 ナカジマ　タクシャ末 タクシャ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100124X1171 ナカジマ　タクシャ タクシャ １０ｇ 中嶋生薬

5100126A1054 小島竹節人参末Ｍ チクセツニンジン末 １０ｇ 小島漢方

5100126A1062 高砂チクセツニンジン末Ｍ チクセツニンジン末 １０ｇ 高砂薬業

5100126A1070 トチモトのチクセツニンジン末 チクセツニンジン末 １０ｇ 栃本天海堂

5100126A1119 ナカジマ　チクセツニンジン末 チクセツニンジン末 １０ｇ 中嶋生薬

5100126X1120 紀伊国屋チクセツニンジン チクセツニンジン １０ｇ 紀伊国屋漢薬局

5100126X1162 ナカジマ　チクセツニンジン チクセツニンジン １０ｇ 中嶋生薬

5100127X1159 ナカジマ　チモ チモ １０ｇ 中嶋生薬

5100128A1053 小島丁子末Ｍ チョウジ末 １０ｇ 小島漢方

5100128A1118 ナカジマ　チョウジ末 チョウジ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100128X1056 小島丁子Ｍ チョウジ １０ｇ 小島漢方

5100128X1145 ナカジマ　チョウジ チョウジ １０ｇ 中嶋生薬

5100130X1177 ナカジマ　チョレイ チョレイ １０ｇ 中嶋生薬

5100131X1139 チンピＭ永大 チンピ １０ｇ 永大薬業

5100131X1155 ナカジマ　チンピ チンピ １０ｇ 中嶋生薬

5100136A1066 トチモトのトウガラシ末 トウガラシ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100136X1050 トチモトのトウガラシ トウガラシ １０ｇ 栃本天海堂

5100137A1109 紀伊国屋トウキ末Ｍ トウキ末 １０ｇ 紀伊国屋漢薬局

5100137A1125 ナカジマ　トウキ末 トウキ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100137X1179 ナカジマ　トウキ トウキ １０ｇ 中嶋生薬

5100139X1194 ナカジマ　トウニン トウニン １０ｇ 中嶋生薬

5100140X1120 ナカジマ　トウヒ トウヒ １０ｇ 中嶋生薬

5100142A1053 トチモトのトコン末 トコン末 １ｇ 栃本天海堂

5100142A1061 紀伊国屋トコン末Ｍ トコン末 １ｇ 紀伊国屋漢薬局

5100142X1030 トチモトのトコン トコン １ｇ 栃本天海堂

5100142X1048 紀伊国屋トコンＭ トコン １ｇ 紀伊国屋漢薬局

5100144A1079 トラガント末 トラガント末 １０ｇ 司生堂製薬

5100144X1055 トラガント トラガント １０ｇ 司生堂製薬

5100146A1043 小島苦木末Ｍ ニガキ末 １０ｇ 小島漢方

5100146A1051 トチモトのニガキ末 ニガキ末 １０ｇ 栃本天海堂

5100146A1094 ナカジマ　ニガキ末 ニガキ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100146X1038 小島苦木Ｍ ニガキ １０ｇ 小島漢方

5100146X1046 トチモトのニガキ ニガキ １０ｇ 栃本天海堂

5100146X1089 ナカジマ　ニガキ ニガキ １０ｇ 中嶋生薬

5100148X1223 ナカジマ　ニンジン　ＡＭ ニンジン １０ｇ 中嶋生薬

5100151X1160 ナカジマ　バクモンドウ バクモンドウ １０ｇ 中嶋生薬
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5100152X1157 ナカジマ　ハッカ ハッカ １０ｇ 中嶋生薬

5100153X1143 ナカジマ　ハマボウフウ ハマボウフウ １０ｇ 中嶋生薬

5100154X1202 ナカジマ　ハンゲ ハンゲ １０ｇ 中嶋生薬

5100157X1133 ナカジマ　ビャクシ ビャクシ １０ｇ 中嶋生薬

5100158A1151 ナカジマ　ビャクジュツ末 ビャクジュツ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100158X1170 ナカジマ　ビャクジュツ ビャクジュツ １０ｇ 中嶋生薬

5100160X1143 ナカジマ　ビンロウジ ビンロウジ １０ｇ 中嶋生薬

5100161A1153 ナカジマ　ブクリョウ末 ブクリョウ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100161X1180 ナカジマ　ブクリョウ ブクリョウ １０ｇ 中嶋生薬

5100163X1147 ナカジマ　ボウイ　ＡＭ ボウイ １０ｇ 中嶋生薬

5100164X1109 ボウコンＭ永大 ボウコン １０ｇ 永大薬業

5100164X1133 ナカジマ　ボウコン ボウコン １０ｇ 中嶋生薬

5100166X1043 花扇加工ブシＫ ブシ １０ｇ 小西製薬

5100168A1139 ナカジマ　ボタンピ末 ボタンピ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100168X1182 ナカジマ　ボタンピ ボタンピ １０ｇ 中嶋生薬

5100169A1141 ナカジマ　ボレイ末 ボレイ末 １０ｇ 中嶋生薬

5100169X1144 ナカジマ　ボレイ ボレイ １０ｇ 中嶋生薬

5100170X1171 ナカジマ　マオウ マオウ １０ｇ 中嶋生薬

5100173X1159 ナカジマ　モクツウ　ＡＭ モクツウ １０ｇ 中嶋生薬

5100175X1140 ナカジマ　モッコウ モッコウ １０ｇ 中嶋生薬

5100177X1106 ナカジマ　ヤクチ ヤクチ １０ｇ 中嶋生薬

5100180A1075 高砂ヨクイニン末Ｍ ヨクイニン末 １０ｇ 高砂薬業

5100180A1091 ヨクイニン末 ヨクイニン末 １０ｇ 日本粉末薬品

5100180A1130 小島ヨクイニン末Ｍ ヨクイニン末 １０ｇ 小島漢方

5100180A1164 ナカジマ　ヨクイニン末　ＡＭ ヨクイニン末 １０ｇ 中嶋生薬

5100180X1116 紀伊国屋ヨクイニンＭ ヨクイニン １０ｇ 紀伊国屋漢薬局

5100180X1159 ナカジマ　ヨクイニン　ＡＭ ヨクイニン １０ｇ 中嶋生薬

5100182X1158 ナカジマ　リュウコツ リュウコツ １０ｇ 中嶋生薬

5100183A1052 小島龍胆末Ｍ リュウタン末 １０ｇ 小島漢方

5100183A1060 高砂リュウタン末Ｍ リュウタン末 １０ｇ 高砂薬業

5100183A1079 トチモトのリュウタン末 リュウタン末 １０ｇ 栃本天海堂

5100183X1136 ナカジマ　リュウタン リュウタン １０ｇ 中嶋生薬

5100185X1143 ナカジマ　レンギョウ レンギョウ １０ｇ 中嶋生薬

5100187X1037 トチモトのロートコン ロートコン １０ｇ 栃本天海堂

5100187X1045 紀伊国屋ロートコンＭ ロートコン １０ｇ 紀伊国屋漢薬局

5100189X1028 トチモトのワコウホン ワコウホン １０ｇ 栃本天海堂

7111001X1132 乳糖水和物 乳糖水和物 １０ｇ 司生堂製薬
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7112001X1024 コムギデンプン コムギデンプン １０ｇ 司生堂製薬

7112002X1029 コメデンプン コメデンプン １０ｇ 司生堂製薬

7112003X1082 トウモロコシデンプン トウモロコシデンプン １０ｇ 司生堂製薬

7112004X1052 バレイショデンプン バレイショデンプン １０ｇ 金田直隆商店

7112004X1117 バレイショデンプン バレイショデンプン １０ｇ 司生堂製薬

7113700X1105 タルク タルク １０ｇ 司生堂製薬

7119001X1025 亜硫酸水素ナトリウム 亜硫酸水素ナトリウム １０ｇ 司生堂製薬

7119700L1077 アラビアゴム末 アラビアゴム末 １０ｇ 金田直隆商店

7119700L1174 アラビアゴム末 アラビアゴム末 １０ｇ 司生堂製薬

7119700X1052 アラビアゴム アラビアゴム １０ｇ 司生堂製薬

7119702X1027 コレステロール コレステロール １ｇ 司生堂製薬

7121700X1034 白色軟膏 白色軟膏 １０ｇ 司生堂製薬

7121701X1063 黄色ワセリン 黄色ワセリン １０ｇ 司生堂製薬

7121702X1025 親水ワセリン 親水ワセリン １０ｇ 司生堂製薬

7121703X1151 白色ワセリン 白色ワセリン １０ｇ 司生堂製薬

7121704X1083 オリブ油 オリブ油 １０ｍＬ 金田直隆商店

7121704X1164 オリブ油 オリブ油 １０ｍＬ 司生堂製薬

7121705X1053 カカオ脂 カカオ脂 １０ｇ 司生堂製薬

7121706X1139 ゴマ油 ゴマ油 １０ｍＬ 司生堂製薬

7121707X1079 サラシミツロウ サラシミツロウ １０ｇ 司生堂製薬

7121708X1138 ダイズ油 ダイズ油 １０ｍＬ 司生堂製薬

7121709X1060 単軟膏 単軟膏 １０ｇ 司生堂製薬

7121711X1075 ミツロウ ミツロウ １０ｇ 司生堂製薬

7121712X1053 ラッカセイ油 ラッカセイ油 １０ｍＬ 司生堂製薬

7121713X1040 牛脂 牛脂 １０ｇ 司生堂製薬

7121714X1036 セタノール セタノール １０ｇ 司生堂製薬

7121715X1057 豚脂 豚脂 １０ｇ 司生堂製薬

7121716X1035 パラフィン パラフィン １０ｇ 司生堂製薬

7121717X1021 ステアリン酸 ステアリン酸 １０ｇ 司生堂製薬

7122701X1028 加水ラノリン 加水ラノリン １０ｇ 司生堂製薬

7122702X1189 精製ラノリン 精製ラノリン １０ｇ 司生堂製薬

7122703X1027 吸水軟膏 吸水クリーム １０ｇ 司生堂製薬

7122704X1056 親水軟膏 親水クリーム １０ｇ 司生堂製薬

7123700M1024 マクロゴール軟膏 マクロゴール軟膏 １０ｇ 司生堂製薬

7123701X1130 マクロゴール４００ マクロゴール４００ １０ｍＬ 司生堂製薬

7123702X1070 マクロゴール１５００ マクロゴール１５００ １０ｇ 司生堂製薬

7123703X1113 マクロゴール４０００ マクロゴール４０００ １０ｇ 司生堂製薬
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7123704X1053 マクロゴール６０００ マクロゴール６０００ １０ｇ 司生堂製薬

7129700X1024 ベントナイト ベントナイト １００ｇ 司生堂製薬

7131001X1070 精製水 精製水 １０ｍＬ 金田直隆商店

7131001X1097 精製水（共栄） 精製水 １０ｍＬ 共栄製薬

7131001X1160 精製水 精製水 １０ｍＬ 司生堂製薬

7131700X1022 滅菌精製水 滅菌精製水（容器入り） １０ｍＬ 共栄製薬

7139700X1063 プロピレングリコール プロピレングリコール １０ｍＬ 司生堂製薬

7139703X1032 石油ベンジン 石油ベンジン １０ｍＬ 司生堂製薬

7142001X1074 単シロップ 単シロップ １０ｍＬ 司生堂製薬

7149001X1091 サッカリンナトリウム水和物 サッカリンナトリウム水和物 １ｇ 司生堂製薬

7149002X1096 白糖 白糖 １０ｇ 司生堂製薬

7149003X1090 ハチミツ ハチミツ １０ｇ 司生堂製薬

7149003X1325 トチモトのハチミツ ハチミツ １０ｇ 栃本天海堂

7149004X1168 ｌ－メントール「カナダ」 ｌ－メントール １ｇ 金田直隆商店

7149005X1057 ハッカ水 ハッカ水 １０ｍＬ 小堺製薬

7149005X1073 ハッカ水 ハッカ水 １０ｍＬ 司生堂製薬

7149006X1205 ハッカ油「カナダ」 ハッカ油 １ｍＬ 金田直隆商店

7149009X1101 酒石酸「司生堂」 酒石酸 １０ｇ 司生堂製薬

7149009X1187 酒石酸「カナダ」 酒石酸 １０ｇ 金田直隆商店

7311700X1039 パラオキシ安息香酸エチル パラオキシ安息香酸エチル １ｇ 司生堂製薬

7311701X1033 パラオキシ安息香酸ブチル パラオキシ安息香酸ブチル １ｇ 司生堂製薬

7311702X1038 パラオキシ安息香酸プロピル パラオキシ安息香酸プロピル １ｇ 司生堂製薬
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