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追加掲載_6月版

コード 商品名 一般名 規格 製造販売会社 新薬 告示日
添付文書
PDF有無

1147700S1028 ジクトルテープ７５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム貼付剤 ７５ｍｇ１枚 久光製薬 ○ 20210518

1190405G1024 ケシンプタ皮下注２０ｍｇペン
オファツムマブ（遺伝子組換え）
キット

２０ｍｇ０．４ｍＬ１
キット

ノバルティス　ファーマ ○ 20210518

2499015F1026 イスツリサ錠１ｍｇ オシロドロスタットリン酸塩錠 １ｍｇ１錠 レコルダティ・レア・ディジーズ ○ 20210518

2499015F2022 イスツリサ錠５ｍｇ オシロドロスタットリン酸塩錠 ５ｍｇ１錠 レコルダティ・レア・ディジーズ ○ 20210518

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

3959424D1023 イズカーゴ点滴静注用１０ｍｇ
パビナフスプ　アルファ（遺伝子組
換え）注射用

１０ｍｇ１瓶 ＪＣＲファーマ ○ 20210518

3999458G1024 ジョイクル関節注３０ｍｇ
ジクロフェナクエタルヒアルロン酸
ナトリウムキット

３０ｍｇ３ｍＬ１筒 生化学 ○ 20210518

4291071M1029 ヴァイトラックビカプセル２５ｍｇ ラロトレクチニブ硫酸塩カプセル ２５ｍｇ１カプセル バイエル薬品 ○ 20210518

4291071M2025 ヴァイトラックビカプセル１００ｍｇ ラロトレクチニブ硫酸塩カプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

バイエル薬品 ○ 20210518

4291071S1028
ヴァイトラックビ内用液２０ｍｇ／ｍ
Ｌ

ラロトレクチニブ硫酸塩液 ２％１ｍＬ バイエル薬品 ○ 20210518

4291072F1024 ペマジール錠４．５ｍｇ ペミガチニブ錠 ４．５ｍｇ１錠 インサイト・バイオサイエンシズ ○ 20210518

4291455D1022 ポライビー点滴静注用３０ｍｇ
ポラツズマブ　ベドチン（遺伝子組
換え）注射用

３０ｍｇ１瓶 中外製薬 ○ 20210518

4291455D2029 ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ
ポラツズマブ　ベドチン（遺伝子組
換え）注射用

１４０ｍｇ１瓶 中外製薬 ○ 20210518

4291456D1027 レミトロ点滴静注用３００μｇ
デニロイキン　ジフチトクス（遺伝子
組換え）注射用

３００μｇ１瓶 エーザイ ○ 20210518

4291500A1023 ダラキューロ配合皮下注
ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボ
ルヒアルロニダーゼ　アルファ（遺
伝子組換え）注射液

１５ｍＬ１瓶 ヤンセンファーマ ○ 20210518

4900406X1029 ブレヤンジ静注 リソカブタゲン　マラルユーセル １患者当たり セルジーン ○ 20210518

6113001B1135
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明
治」

バンコマイシン塩酸塩５００ｍｇ散 ５００ｍｇ１瓶 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

6169700G1025 アリケイス吸入液５９０ｍｇ アミカシン硫酸塩吸入剤
５９０ｍｇ８．４ｍＬ
１瓶

インスメッド ○ 20210518

631341EA1020
ＣＯＶＩＤ－１９ワクチンモデルナ筋
注

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡ
ワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）

５ｍＬ１瓶 武田薬品 ○

631341FA1024 バキスゼブリア筋注
コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－
２）ワクチン（遺伝子組換えサルア
デノウイルスベクター）

５ｍＬ１瓶 アストラゼネカ ○

6343457D1029 ヌーイック静注用２５０
シモクトコグ　アルファ（遺伝子組換
え）注射用

２５０国際単位１
瓶（溶解液付）

藤本製薬 ○ 20210518

6343457D2025 ヌーイック静注用５００
シモクトコグ　アルファ（遺伝子組換
え）注射用

５００国際単位１
瓶（溶解液付）

藤本製薬 ○ 20210518

6343457D3021 ヌーイック静注用１０００
シモクトコグ　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）

藤本製薬 ○ 20210518

6343457D4028 ヌーイック静注用２０００
シモクトコグ　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）

藤本製薬 ○ 20210518

6343457D5024 ヌーイック静注用２５００
シモクトコグ　アルファ（遺伝子組換
え）注射用

２，５００国際単
位１瓶（溶解液
付）

藤本製薬 ○ 20210518

6343457D6020 ヌーイック静注用３０００
シモクトコグ　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）

藤本製薬 ○ 20210518

6343457D7027 ヌーイック静注用４０００
シモクトコグ　アルファ（遺伝子組換
え）注射用

４，０００国際単
位１瓶（溶解液
付）

藤本製薬 ○ 20210518

6399429A1026 ユプリズナ点滴静注１００ｍｇ
イネビリズマブ（遺伝子組換え）注
射液

１００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

田辺三菱製薬 ○ 20210518

713100XX1027 精製水（Ｈ） 精製水 １０ｍＬ 高杉製薬 ○

713140XA1027 注射用水 注射用水 ３ｍＬ１管 日新製薬 ○

7149005X1057 ハッカ水 ハッカ水 １０ｍＬ 小堺製薬

【追加掲載情報に関する説明】
当月版データベース（添付文書テキストや用法用量DB、相互作用DB等、添付文書を参照して作成するデータベース）に添付文書情報を新規掲載した薬
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。
　○印がないものは、既に薬品マスタに登録されているもののうち、今回の更新にて添付文書情報が掲載された薬品です。
・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PDF有無欄：「無」印があるものは、名称変更品のうち、旧名称の添付文書情報を参照しデータを作成した薬品です。
　新名称の添付文書PDFが未入手であっても先行してデータ反映できるよう、本対応を行っております。
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削除掲載_6月版

コード 商品名 一般名 規格 製造会社名 削除理由

1149037F1054 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 セレコキシブ１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1149037F2050 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ＫＮ」 セレコキシブ２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149046F1058 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 イルベサルタン錠 ５０ｍｇ１錠 エルメッド 2021.5.31官報告示

2149046F1066 イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＫＮ」 イルベサルタン５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149046F2054 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 イルベサルタン錠 １００ｍｇ１錠 エルメッド 2021.5.31官報告示

2149046F2062 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 イルベサルタン１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149046F3050 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 イルベサルタン錠 ２００ｍｇ１錠 エルメッド 2021.5.31官報告示

2149046F3069 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＫＮ」 イルベサルタン２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2189017F1065 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ロスバスタチンカルシウム２．５ｍｇ錠 ２．５ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2189017F1286 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「明治」 ロスバスタチンカルシウム２．５ｍｇ錠 ２．５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2189017F2061 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ロスバスタチンカルシウム５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2189017F2282 ロスバスタチン錠５ｍｇ「明治」 ロスバスタチンカルシウム５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2190026F1057 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＫＮ」 ボセンタン６２．５ｍｇ錠 ６２．５ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2190026F1073 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「タナベ」 ボセンタン６２．５ｍｇ錠 ６２．５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4291010F1040 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＥＥ」 アナストロゾール錠 １ｍｇ１錠 エルメッド 2021.5.31官報告示

4291010F1082 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＫＮ」 アナストロゾール錠 １ｍｇ１錠 小林化工 2021.5.31官報告示

4490027F2231 ロラタジンＯＤフィルム１０ｍｇ「ＫＮ」 ロラタジン口腔内崩壊錠 １０ｍｇ１錠 小林化工 2021.5.31官報告示

6250029F1040 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 エンテカビル０．５ｍｇ錠 ０．５ｍｇ１錠 第一三共エスファ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6250029F1075 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 エンテカビル０．５ｍｇ錠 ０．５ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

【薬品マスタ削除品目に関する説明】
2021年5月31日発出の官報告示、及び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
準じて弊社医薬品マスタから削除いたしました。

なお、これらの削除品目は、厚生労働省保険局からの以下の通知に基づき、2021年6月1日付けで承認取消となっております。
・保医発0430第2号「小林化工株式会社が有する製造販売承認の取消し等に伴う使用薬剤の薬価（薬価基準）の取扱いについて」
　　https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210506S0030.pdf
・保医発0521第1号「小林化工株式会社の承認取消対象品目の共同開発品目に関する使用薬剤の薬価（薬価基準）の取扱いについて」
　　https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210524S0010.pdf
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未掲載_6月版

コード 商品名 一般名 規格 製造販売会社 新薬 告示日

2219403G1020
フルマゼニル静注０．５ｍｇシリンジ
「テルモ」

フルマゼニルキット
０．５ｍｇ５ｍＬ１
筒

テルモ ○ 20210525

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

2492423A1025
インスリン　アスパルトＢＳ注１００
単位／ｍＬ　ＮＲ「サノフィ」

インスリン　アスパルト（遺伝子組
換え）注射液

１００単位１ｍＬバ
イアル

サノフィ ○ 20210525

2492423A2021
インスリン　アスパルトＢＳ注カート
ＮＲ「サノフィ」

インスリン　アスパルト（遺伝子組
換え）注射液

３００単位１筒 サノフィ ○ 20210525

2492423G1028
インスリン　アスパルトＢＳ注ソロス
ター　ＮＲ「サノフィ」

インスリン　アスパルト（遺伝子組
換え）キット

３００単位１キット サノフィ ○ 20210525

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

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

2639701N1029 ゼビアックス油性クリーム２％ オゼノキサシンクリーム ２％１ｇ マルホ ○ 20210525

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

2699714M2025 コレクチム軟膏０．２５％ デルゴシチニブ軟膏 ０．２５％１ｇ 日本たばこ産業 ○ 20210525

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

3929007D1028 ノベルジン顆粒５％ 酢酸亜鉛水和物顆粒 ５％１ｇ ノーベルファーマ ○ 20210525

3999459G1029
アダリムマブＢＳ皮下注２０ｍｇシリ
ンジ０．４ｍＬ「第一三共」

アダリムマブ（遺伝子組換え）キット
２０ｍｇ０．４ｍＬ１
筒

第一三共 ○ 20210525

3999459G2025
アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリ
ンジ０．８ｍＬ「第一三共」

アダリムマブ（遺伝子組換え）キット
４０ｍｇ０．８ｍＬ１
筒

第一三共 ○ 20210525

3999459G3021
アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン
０．８ｍＬ「第一三共」

アダリムマブ（遺伝子組換え）キット
４０ｍｇ０．８ｍＬ１
キット

第一三共 ○ 20210525

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

【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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未掲載_6月版

コード 商品名 一般名 規格 製造販売会社 新薬 告示日

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

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

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

5100005X1030 トチモトのアンソッコウ アンソッコウ １０ｇ 栃本天海堂

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

5100014X1048 小島営実Ｍ エイジツ １０ｇ 小島漢方

5100020A1083 小島黄柏末Ｍ オウバク末 １０ｇ 小島漢方

5100022A1074 小島黄連末Ｍ オウレン末 １０ｇ 小島漢方

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

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

5100034X1061 高砂カノコソウＭ カノコソウ １０ｇ 高砂薬業

5100039A1088 小島甘草末Ｍ カンゾウ末 １０ｇ 小島漢方

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

5100044X1057 小島キササゲＭ キササゲ １０ｇ 小島漢方

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

5100047A1058 トチモトのキナ末 キナ末 １０ｇ 栃本天海堂

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

5100056A1081 小島桂皮末Ｍ ケイヒ末 １０ｇ 小島漢方

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

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
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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

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

5100064A1272 薬師印のコウジン末 コウジン末 １ｇ 薬師製薬

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

5100073X1053 トチモトのコロンボ コロンボ １０ｇ 栃本天海堂

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

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

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

5100079X1069 小島山帰来Ｍ サンキライ １０ｇ 小島漢方

5100081A1071 小島山梔子末Ｍ サンシシ末 １０ｇ 小島漢方

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

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

5100083X1065 小島山椒Ｍ サンショウ １０ｇ 小島漢方

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

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

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

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

5100115X1121 小島センナＭ センナ １０ｇ 小島漢方

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
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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

5100118X1060 小島桑白皮Ｍ ソウハクヒ １０ｇ 小島漢方

5100120X1114 紀伊国屋ソヨウＭ ソヨウ １０ｇ 紀伊国屋漢薬局

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

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

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

5100128A1053 小島丁子末Ｍ チョウジ末 １０ｇ 小島漢方

5100128X1056 小島丁子Ｍ チョウジ １０ｇ 小島漢方

5100131X1139 チンピＭ永大 チンピ １０ｇ 永大薬業

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

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

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

5100164X1109 ボウコンＭ永大 ボウコン １０ｇ 永大薬業

5100166X1043 花扇加工ブシＫ ブシ １０ｇ 小西製薬

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

5100180X1116 紀伊国屋ヨクイニンＭ ヨクイニン １０ｇ 紀伊国屋漢薬局

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
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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

6113400A1219
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用
０．５ｇ「明治」

バンコマイシン塩酸塩０．５ｇ静注
用

０．５ｇ１瓶 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ ○

7111001X1132 乳糖水和物 乳糖水和物 １０ｇ 司生堂製薬

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
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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

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

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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