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追加掲載_10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_10月版

コード 商品名 一般名 規格 製造会社名 削除理由

1124009F1185 ブロチゾラムＭ錠０．２５「ＥＭＥＣ」 ブロチゾラム０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠 サンノーバ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1124017F2089 ジアパックス錠２ｍｇ ジアゼパム錠 ２ｍｇ１錠 大鵬薬品 経過措置期限終了

1124017F4090 ジアパックス錠５ｍｇ ジアゼパム錠 ５ｍｇ１錠 大鵬薬品 経過措置期限終了

1129006F1030 塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥＫ」 リルマザホン塩酸塩１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1129006F2036 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 リルマザホン塩酸塩２ｍｇ錠 ２ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

114100FM1025 ルメンタールカプセル２５０ｍｇ メフェナム酸カプセル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

福地製薬 （薬価未収載品）販売中止

1141700J1100 パラセタ坐剤小児用５０ アセトアミノフェン５０ｍｇ坐剤 ５０ｍｇ１個 シオエ製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1141700J2084 パラセタ坐剤１００ アセトアミノフェン１００ｍｇ坐剤 １００ｍｇ１個 シオエ製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1141700J3072 パラセタ坐剤２００ アセトアミノフェン２００ｍｇ坐剤 ２００ｍｇ１個 シオエ製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1149033F1021 ジソペイン錠７５ モフェゾラク錠 ７５ｍｇ１錠 ニプロＥＳファーマ 経過措置期限終了

1214001S1038 アネトカインビスカス２％ リドカイン塩酸塩液 ２％１ｍＬ 小林化工 経過措置期限終了

1214700P1062 アネトカインゼリー２％ リドカイン塩酸塩ゼリー ２％１ｍＬ 小林化工 経過措置期限終了

1315704Q1123 オドメール点眼液０．０２％
フルオロメトロン０．０２％１ｍＬ点
眼液

０．０２％１ｍＬ 千寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1315704Q2057 オドメール点眼液０．０５％
フルオロメトロン０．０５％１ｍＬ点
眼液

０．０５％１ｍＬ 千寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1315704Q3134 オドメール点眼液０．１％
フルオロメトロン０．１％１ｍＬ点眼
液

０．１％１ｍＬ 千寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319706Q3035 カリーユニ点眼液０．００５％ ピレノキシン液
０．００５％５ｍＬ
１瓶

参天製薬 経過措置期限終了

1319710Q2094 ソフティア点眼液０．０２％ シアノコバラミン液
０．０２％５ｍＬ１
瓶

千寿製薬 経過措置期限終了

1319717Q1278 クロモフェロン点眼液２％
クロモグリク酸ナトリウム１００ｍｇ５
ｍＬ点眼液

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

千寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Q1105 オペガンハイ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 生化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Q1113 オペリードＨＶ０．４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 千寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Q2063 オペリード０．５眼粘弾剤１％
精製ヒアルロン酸ナトリウム１％
０．５ｍＬ液

１％０．５ｍＬ１筒 千寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Q3086 アイケア点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 ０．１％５ｍＬ１瓶 科研製薬 経過措置期限終了

1319720Q3108 ティアバランス点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 ０．１％５ｍＬ１瓶 千寿製薬 経過措置期限終了

1319720Q6077 オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 １％０．７ｍＬ１筒 生化学 経過措置期限終了

1319720Q7120 オペリード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 千寿製薬 経過措置期限終了

1319720Q7154 オペガンハイ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 生化学 経過措置期限終了

1319720Q7162 オペリードＨＶ０．６眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 １％０．６ｍＬ１筒 千寿製薬 経過措置期限終了

1319720Q8134 オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液
１％０．８５ｍＬ１
筒

生化学 経過措置期限終了

1319720Q8142 オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液
１％０．８５ｍＬ１
筒

千寿製薬 経過措置期限終了

1319720Q9050 オペリード１．１眼粘弾剤１％
精製ヒアルロン酸ナトリウム１％
１．１ｍＬ液

１％１．１ｍＬ１筒 千寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319720Y2063 アイケア点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 ０．３％５ｍＬ１瓶 科研製薬 経過措置期限終了

1319720Y2080 ティアバランス点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 ０．３％５ｍＬ１瓶 千寿製薬 経過措置期限終了

1319724Q1154 プロラノン点眼液０．１％ プラノプロフェン液 ０．１％１ｍＬ 参天製薬 経過措置期限終了

1319746Q1053
レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０
２５％「ＴＯＡ」

レボカバスチン塩酸塩液 ０．０２５％１ｍＬ 東亜薬品 経過措置期限終了

1329702R3110 ナイスピー点鼻液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

東興薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329702R3152
タウナスアクアスプレー点鼻５０μ
ｇ

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

キョーリンリメディオ （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】
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。
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削除掲載_10月版

コード 商品名 一般名 規格 製造会社名 削除理由

1329707Q1050
スカイロン点鼻液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

東興薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q1092
フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トー
ワ」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

東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q1165
フロラーズ点鼻液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

日本臓器製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329707Q3095
スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧
用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
液

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

東興薬品 経過措置期限終了

1329707Q3125
フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トー
ワ」５６噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
液

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

東和薬品 経過措置期限終了

1329707Q3168
フロラーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧
用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
液

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

日本臓器製薬 経過措置期限終了

1329707Q4024
フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧
用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
８．１６ｍｇ１６ｍＬ点鼻液

８．１６ｍｇ１６ｍＬ
１瓶

日本臓器製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2115403A1030 アンナカ注「フソー」－１０％
安息香酸ナトリウムカフェイン注射
液

１０％１ｍＬ１管 扶桑薬品 経過措置期限終了

2115403A2037 アンナカ注「フソー」－２０％
安息香酸ナトリウムカフェイン注射
液

２０％１ｍＬ１管 扶桑薬品 経過措置期限終了

2119402A1353
ドパミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ
「アイロム」

ドパミン塩酸塩１００ｍｇ５ｍＬ注射
液

１００ｍｇ５ｍＬ１
管

共和クリティケア （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119402P1062 塩酸ドパミン注キット２００
ドパミン塩酸塩０．１％２００ｍＬ
キット

０．１％２００ｍＬ
１袋

共和クリティケア （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119402P2069 塩酸ドパミン注キット６００
ドパミン塩酸塩０．３％２００ｍＬ
キット

０．３％２００ｍＬ
１袋

共和クリティケア （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2139001Q1020 メニレット７０％ゼリー２０ｇ イソソルビド７０％２０ｇゼリー ７０％２０ｇ１個 三和化学研究所 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2139001Q2027 メニレット７０％ゼリー３０ｇ イソソルビド７０％３０ｇゼリー ７０％３０ｇ１個 三和化学研究所 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144002F1148 エナラプリルＭ錠２．５「ＥＭＥＣ」
エナラプリルマレイン酸塩２．５ｍｇ
錠

２．５ｍｇ１錠 サンノーバ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144002F2233 エナラプリルＭ錠５「ＥＭＥＣ」 エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 サンノーバ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144002F3108 エナラプリルＭ錠１０「ＥＭＥＣ」 エナラプリルマレイン酸塩錠 １０ｍｇ１錠 サンノーバ 経過措置期限終了

2171006F1283 ヘマレキート錠３０ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩３０ｍｇ錠 ３０ｍｇ１錠 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171006F2131 ヘマレキート錠６０ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩６０ｍｇ錠 ６０ｍｇ１錠 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171014G1151 ヘルラートＬ錠１０ ニフェジピン１０ｍｇ徐放Ｌ錠 １０ｍｇ１錠 京都薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171014G2140 ヘルラートＬ錠２０ ニフェジピン２０ｍｇ徐放Ｌ錠 ２０ｍｇ１錠 京都薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2190016B1035 カリエードプラス散（分包）９６．７％
ポリスチレンスルホン酸カルシウ
ム散

９６．７％１ｇ 東洋製薬化成 経過措置期限終了

2190016D1028 アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ
ポリスチレンスルホン酸カルシウ
ム顆粒

８９．２９％１ｇ 三和化学研究所 経過措置期限終了

2190016Q2026 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ
ポリスチレンスルホン酸カルシウ
ムゼリー

２０％２５ｇ１個 三和化学研究所 経過措置期限終了

2223001C1037 アストマリ細粒１０％
デキストロメトルファン臭化水素酸
塩水和物細粒

１０％１ｇ 鶴原製薬 経過措置期限終了

2223001F2129 アストマリ錠１５ｍｇ
デキストロメトルファン臭化水素酸
塩水和物錠

１５ｍｇ１錠 鶴原製薬 経過措置期限終了

2242001B2149 リン酸コデイン散１％「フソー」 コデインリン酸塩散１％ １％１ｇ 扶桑薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2251001F2093 チルミン錠１００ テオフィリン１００ｍｇ徐放錠 １００ｍｇ１錠 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2251001F3146 チルミン錠２００ｍｇ テオフィリン２００ｍｇ徐放錠 ２００ｍｇ１錠 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2259006F1063 トニール錠１０μｇ クレンブテロール塩酸塩１０μｇ錠 １０μｇ１錠 原沢製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2260701F1298 ポピロンガーグル７％ ポビドンヨード含嗽剤 ７％１ｍＬ シオエ製薬 経過措置期限終了

2318001F1209 ポリシロ錠４０ｍｇ ジメチコン錠 ４０ｍｇ１錠 堀井薬品 経過措置期限終了

2318001F3031 ポリシロ錠８０ｍｇ ジメチコン錠 ８０ｍｇ１錠 堀井薬品 経過措置期限終了

2318001Q1099 バリトゲン消泡内用液２％ ジメチコンシロップ ２％１ｍＬ 伏見製薬所 経過措置期限終了

2318001Q1102 バロス消泡内用液２％ ジメチコンシロップ ２％１ｍＬ 堀井薬品 経過措置期限終了

2318001Q1110 バルギン消泡内用液２％ ジメチコンシロップ ２％１ｍＬ カイゲンファーマ 経過措置期限終了

2319001M1272 ロペナカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩１ｍｇカプセル １ｍｇ１カプセル 堀井薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329023M1046 タピゾールカプセル１５
ランソプラゾール１５ｍｇ腸溶カプセ
ル

１５ｍｇ１カプセル 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329023M2042 タピゾールカプセル３０
ランソプラゾール３０ｍｇ腸溶カプセ
ル

３０ｍｇ１カプセル 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4 / 15 ページ データインデックス株式会社



削除掲載_10月版

コード 商品名 一般名 規格 製造会社名 削除理由

2339003B1206 カラシミーゼ散５０％
β－ガラクトシダーゼ（アスペルギ
ルス）５０％散

５０％１ｇ 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2344004X1224 重曹「ホエイ」 炭酸水素ナトリウム １０ｇ マイラン製薬 経過措置期限終了

2344005F1045 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 炭酸水素ナトリウム錠 ５００ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

2354003D2048 センノサイド顆粒８％「ＥＭＥＣ」 センノシド顆粒 ８％１ｇ サンノーバ 経過措置期限終了

2359005D1101 ピコダルム顆粒１％
ピコスルファートナトリウム水和物
顆粒

１％１ｇ 日新製薬 経過措置期限終了

2399707D2045 アフタシール２５μｇ トリアムシノロンアセトニド貼付剤 ２５μｇ１枚 帝國製薬 経過措置期限終了

2411400D1022 コートロシン注射用０．２５ｍｇ テトラコサクチド酢酸塩注射用 ０．２５ｍｇ１管 第一三共 経過措置期限終了

2411401A2035 コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ テトラコサクチド酢酸塩注射液 ０．５ｍｇ１管 第一三共 経過措置期限終了

2452400D1092 サクシゾン注射用１００ｍｇ
ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
ナトリウム注射用

１００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

武田テバ薬品 経過措置期限終了

2452400D4032 サクシゾン注射用３００ｍｇ
ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
ナトリウム注射用

３００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

武田テバ薬品 経過措置期限終了

2452400D6078 サクシゾン静注用５００ｍｇ
ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
ナトリウム注射用

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

武田テバ薬品 経過措置期限終了

2452400D7058 サクシゾン静注用１０００ｍｇ
ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
ナトリウム注射用

１ｇ１瓶（溶解液
付）

武田テバ薬品 経過措置期限終了

2478001F2357 ロンステロン錠２５ｍｇ クロルマジノン酢酸エステル錠 ２５ｍｇ１錠 日新製薬 経過措置期限終了

2491001F5137 ローザグッド錠２５ カリジノゲナーゼ錠 ２５単位１錠 藤本製薬 経過措置期限終了

2491001F6168 ローザグッド錠５０ カリジノゲナーゼ錠 ５０単位１錠 藤本製薬 経過措置期限終了

2590008N1098 パルナックカプセル０．１ｍｇ タムスロシン塩酸塩カプセル
０．１ｍｇ１カプセ
ル

武田テバファーマ 経過措置期限終了

2590008N2086 パルナックカプセル０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩カプセル
０．２ｍｇ１カプセ
ル

武田テバファーマ 経過措置期限終了

2612701Q3385 ヒポジン消毒液１０％ ポビドンヨード液 １０％１０ｍＬ シオエ製薬 経過措置期限終了

2615701Q1465 イソプロ－５０％消毒液「シオエ」 イソプロパノール５０％液 ５０％１０ｍＬ シオエ製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2615701Q1490 消プロ（ハチ）消毒液５０％ イソプロパノール５０％液 ５０％１０ｍＬ 東洋製薬化成 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2615701Q2143 ７０％イソプロ液「ヤクハン」 イソプロパノール７０％液 ７０％１０ｍＬ ヤクハン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2615701Q2275 イソプロ－７０％消毒液「シオエ」 イソプロパノール７０％液 ７０％１０ｍＬ シオエ製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2615701Q2305 消プロ（ハチ）消毒液７０％ イソプロパノール７０％液 ７０％１０ｍＬ 東洋製薬化成 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2616700Q1085
塩化ベンザルコニウム液１０〈ハ
チ〉

ベンザルコニウム塩化物液 １０％１０ｍＬ 東洋製薬化成 経過措置期限終了

2619702Q3143 ５％フェルマジン液 クロルヘキシジングルコン酸塩液 ５％１０ｍＬ シオエ製薬 経過措置期限終了

2619702Q3224
５％グルコン酸クロルヘキシジン液
「日医工」

クロルヘキシジングルコン酸塩液 ５％１０ｍＬ 日医工 経過措置期限終了

261971FQ1037 テゴー５１消毒液３０％
アルキルジアミノエチルグリシン塩
酸塩液

３０％１０ｍＬ アルフレッサ　ファーマ （薬価未収載品）販売中止

261971FQ2025 アルキラブ
アルキルジアミノエチルグリシン塩
酸塩液

０．２％１０ｍＬ ヤクハン製薬 （薬価未収載品）販売中止

2639700N1040 ナジフロクリーム１％ ナジフロキサシン１％クリーム １％１ｇ サンファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2639700Q1039 ナジフロローション１％ ナジフロキサシン１％ローション １％１ｍＬ サンファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2645700Q1044 カンフル精（小堺） カンフル液 １０ｍＬ 小堺製薬 経過措置期限終了

2646703M1159 ディーピーポロン軟膏０．０６４％
ベタメタゾンジプロピオン酸エステ
ル軟膏

０．０６４％１ｇ 東光薬品 経過措置期限終了

2646708M1232 シマロン軟膏０．０５％ フルオシノニド軟膏 ０．０５％１ｇ 東興薬品 経過措置期限終了

2646708N1262 シマロンクリーム０．０５％ フルオシノニドクリーム ０．０５％１ｇ 東興薬品 経過措置期限終了

2646708N1270 シマロンゲル０．０５％ フルオシノニドクリーム ０．０５％１ｇ 東興薬品 経過措置期限終了

2646713M1179 デルスパート軟膏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 池田薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646713N1158 デルスパートクリーム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 池田薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646727M1057 ビトラ軟膏０．１％
アルクロメタゾンプロピオン酸エス
テル０．１％軟膏

０．１％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646729M1056 アロミドン軟膏０．３％
デプロドンプロピオン酸エステル
０．３％軟膏

０．３％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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2646729N1051 アロミドンクリーム０．３％
デプロドンプロピオン酸エステル
０．３％クリーム

０．３％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646731M1037
フランカルボン酸モメタゾン軟膏
０．１％「イワキ」

モメタゾンフランカルボン酸エステ
ル０．１％軟膏

０．１％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646731N1032
フランカルボン酸モメタゾンクリー
ム０．１％「イワキ」

モメタゾンフランカルボン酸エステ
ル０．１％クリーム

０．１％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646731Q1039
フランカルボン酸モメタゾンロー
ション０．１％「イワキ」

モメタゾンフランカルボン酸エステ
ル０．１％ローション

０．１％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649719S1231 インテナシンパップ７０ｍｇ インドメタシン貼付剤
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

原沢製薬 経過措置期限終了

2649731M1080 スミルスチック３％ フェルビナク軟膏 ３％１ｇ 三笠製薬 経過措置期限終了

2649731Q1073 スミルローション３％ フェルビナク３％ローション ３％１ｍＬ 三笠製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649731R1028 スミル外用ポンプスプレー３％ フェルビナク噴霧剤 ３％１ｍＬ 三笠製薬 経過措置期限終了

2649731S1194 スミルテープ７０ｍｇ フェルビナク貼付剤
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

三笠製薬 経過措置期限終了

2649731S2034 スミルテープ３５ｍｇ
フェルビナク（３５ｍｇ）７ｃｍ×１０ｃ
ｍ貼付剤

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

三笠製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649950M1151 ビーソフテンゲル０．３％ ヘパリン類似物質ゲル １ｇ 帝國製薬 経過措置期限終了

2655700M1073 タオンゲル１％ クロトリマゾール１％軟膏 １％１ｇ 東興薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2655700N1168 タオンクリーム１％ クロトリマゾールクリーム １％１ｇ 東興薬品 経過措置期限終了

2655700Q2110 タオン外用液１％ クロトリマゾール１％液 １％１ｍＬ 東興薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2659710N1160
塩酸テルビナフィンクリーム１％
「マイラン」

テルビナフィン塩酸塩クリーム １％１ｇ マイラン製薬 経過措置期限終了

2669701N1079 アセチロールクリーム１０％ 尿素１０％クリーム １０％１ｇ サンファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2669701N1087 ベギンクリーム１０％ 尿素１０％クリーム １０％１ｇ 藤永製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2669701N2075 アセチロールクリーム２０％ 尿素２０％クリーム ２０％１ｇ サンファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2669701N2083 ベギンクリーム２０％ 尿素２０％クリーム ２０％１ｇ 藤永製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2760804M1040 ペリオフィール歯科用軟膏２％
ミノサイクリン塩酸塩１０ｍｇ０．５ｇ
軟膏

１０ｍｇ０．５ｇ１シ
リンジ

昭和薬品化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3112004F1024 カルデミン錠０．２５μｇ カルシトリオール錠 ０．２５μｇ１錠 龍角散 経過措置期限終了

3121400A1098 塩酸チアミン注５ｍｇ「フソー」 チアミン塩化物塩酸塩注射液 ５ｍｇ１管 扶桑薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3121400A2205 塩酸チアミン注１０ｍｇ「フソー」 チアミン塩化物塩酸塩注射液 １０ｍｇ１管 扶桑薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3121400A3139 塩酸チアミン注２０ｍｇ「フソー」 チアミン塩化物塩酸塩注射液 ２０ｍｇ１管 扶桑薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3121400A4089 塩酸チアミン注５０ｍｇ「フソー」 チアミン塩化物塩酸塩注射液 ５０ｍｇ１管 扶桑薬品 経過措置期限終了

3133001F3074 パンテチン錠シオエ１００ パンテチン錠 １００ｍｇ１錠 シオエ製薬 経過措置期限終了

3133400A3067 パンテチン注１０％「小林」 パンテチン注射液 ２００ｍｇ１管 共和クリティケア 経過措置期限終了

3179101M1124 ジアイナミックスカプセル
チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配
合剤カプセル

１カプセル 鶴原製薬 経過措置期限終了

3179504A1051 ジアイナミックス注射液
チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配
合剤注射液

１０ｍＬ１管 鶴原製薬 経過措置期限終了

3334404A1052
ミニヘパ透析用５００単位／ｍＬバ
イアル１０ｍＬ

パルナパリンナトリウム注射液
５，０００低分子
量ヘパリン単位１
瓶

ＩＬＳ 経過措置期限終了

3339950N1043 ビーソフテンクリーム０．３％ ヘパリン類似物質クリーム １ｇ 帝國製薬 経過措置期限終了

3339950Q1082 ビーソフテンローション０．３％ ヘパリン類似物質液 １ｇ 帝國製薬 経過措置期限終了

3399002Q1029 シロスレット内服ゼリー５０ｍｇ シロスタゾールゼリー ５０ｍｇ１包 日医工 経過措置期限終了

3399002Q2025 シロスレット内服ゼリー１００ｍｇ シロスタゾールゼリー １００ｍｇ１包 日医工 経過措置期限終了

3969008F3030 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＦＦＰ」
ミチグリニドカルシウム水和物口腔
内崩壊錠

５ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

3969008F4036
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

ミチグリニドカルシウム水和物口腔
内崩壊錠

１０ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

3999001Q2066 ピアーレシロップ６５％ ラクツロース６５％シロップ ６５％１ｍＬ 高田製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999401A1030 ラスカルトン注４０
エルカトニン４０エルカトニン単位１
ｍＬ注射液

４０エルカトニン
単位１ｍＬ１管

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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3999401A2036 ラスカルトン注１０
エルカトニン１０エルカトニン単位１
ｍＬ注射液

１０エルカトニン
単位１ｍＬ１管

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999401A3113 ラスカルトン注２０
エルカトニン２０エルカトニン単位１
ｍＬ注射液

２０エルカトニン
単位１ｍＬ１管

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999401G1024 ラスカルトン１０ディスポ
エルカトニン１０エルカトニン単位１
ｍＬキット

１０エルカトニン
単位１ｍＬ１筒

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999407D1050
注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥ
Ｋ」

ナファモスタットメシル酸塩１０ｍｇ
注射用

１０ｍｇ１瓶 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999407D1190 コアヒビター注射用１０ｍｇ
ナファモスタットメシル酸塩１０ｍｇ
注射用

１０ｍｇ１瓶 エイワイファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999407D2056
注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥ
Ｋ」

ナファモスタットメシル酸塩注射用 ５０ｍｇ１瓶 小林化工 経過措置期限終了

3999407D2200 コアヒビター注射用５０ｍｇ ナファモスタットメシル酸塩注射用 ５０ｍｇ１瓶 エイワイファーマ 経過措置期限終了

3999407D3095 コアヒビター注射用１００ｍｇ
ナファモスタットメシル酸塩１００ｍ
ｇ注射用

１００ｍｇ１瓶 エイワイファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999407D3109
注射用ナファモスタット１００「ＭＥＥ
Ｋ」

ナファモスタットメシル酸塩１００ｍ
ｇ注射用

１００ｍｇ１瓶 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999407D4024 コアヒビター注射用１５０ｍｇ
ナファモスタットメシル酸塩１５０ｍ
ｇ注射用

１５０ｍｇ１瓶 エイワイファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999408G1328 ヒカミロンディスポ関節注２５ｍｇ 精製ヒアルロン酸ナトリウムキット １％２．５ｍＬ１筒 鶴原製薬 経過措置期限終了

3999411G1028 オキリコン注シリンジ２０ｍｇ オザグレルナトリウムキット
２０ｍｇ０．５ｍＬ１
筒

武田テバファーマ 経過措置期限終了

3999411G2024 オキリコン注シリンジ４０ｍｇ オザグレルナトリウムキット ４０ｍｇ１ｍＬ１筒 武田テバファーマ 経過措置期限終了

3999411G3020 オキリコン注シリンジ８０ｍｇ オザグレルナトリウムキット ８０ｍｇ２ｍＬ１筒 武田テバファーマ 経過措置期限終了

4240404A1083
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０
ｍｇ「タイホウ」

イリノテカン塩酸塩水和物注射液 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 サンファーマ 経過措置期限終了

4240404A2080
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１０
０ｍｇ「タイホウ」

イリノテカン塩酸塩水和物注射液
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

サンファーマ 経過措置期限終了

4490014F1041 アズサレオン錠１０ エピナスチン塩酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4490014F1050 アルピード錠１０ エピナスチン塩酸塩錠 １０ｍｇ１錠 ダイト 経過措置期限終了

4490014F1203 ユピテル錠１０ エピナスチン塩酸塩錠 １０ｍｇ１錠 岩城製薬 経過措置期限終了

4490014F2030 ユピテル錠２０ エピナスチン塩酸塩錠 ２０ｍｇ１錠 岩城製薬 経過措置期限終了

4490014F2064 アズサレオン錠２０ エピナスチン塩酸塩錠 ２０ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

4490014F2080 アルピード錠２０ エピナスチン塩酸塩錠 ２０ｍｇ１錠 ダイト 経過措置期限終了

6131001C1201 アモリン細粒１０％ アモキシシリン１００ｍｇ細粒 １００ｍｇ１ｇ 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6131001M1029 アモリンカプセル１２５ アモキシシリン１２５ｍｇカプセル
１２５ｍｇ１カプセ
ル

武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6131001M2157 アモリンカプセル２５０ アモキシシリン水和物カプセル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

武田テバ薬品 経過措置期限終了

6132400F1076 セファピコール静注用０．２５ｇ セフォチアム塩酸塩静注用 ２５０ｍｇ１瓶 武田テバファーマ 経過措置期限終了

6132400F2110 セファピコール静注用０．５ｇ
セフォチアム塩酸塩５００ｍｇ静注
用

５００ｍｇ１瓶 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6132400F3141 セファピコール静注用１ｇ セフォチアム塩酸塩静注用 １ｇ１瓶 武田テバファーマ 経過措置期限終了

6132418F2056 モベンゾシン静注用１ｇ セフタジジム水和物静注用 １ｇ１瓶 武田テバファーマ 経過措置期限終了

6149003F2178 マインベース錠２００ クラリスロマイシン２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 セオリア　ファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6219001H2079
サラゾスルファピリジン腸溶錠２５
０ｍｇ「テバ」

サラゾスルファピリジン２５０ｍｇ腸
溶錠

２５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6250002D1067 ビクロックス顆粒４０％ アシクロビル顆粒 ４０％１ｇ 小林化工 経過措置期限終了

6250002F1114 ビクロックス錠２００ アシクロビル２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6250002F2072 ビクロックス錠４００ アシクロビル４００ｍｇ錠 ４００ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6250002Q3029 ビクロックスシロップ８％ アシクロビルシロップ ８％１ｍＬ 小林化工 経過措置期限終了

6250401A1069 ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ アシクロビル注射液 ２５０ｍｇ１管 小林化工 経過措置期限終了

6250401A2030 ビクロックス点滴静注１２５ｍｇ アシクロビル１２５ｍｇ注射液 １２５ｍｇ１管 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

62504A3A1029 ベクルリー点滴静注液１００ｍｇ レムデシビル注射液
１００ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

ギリアド・サイエンシズ （薬価未収載品）販売中止

6290005F1067 テルビー錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩１２５ｍｇ錠 １２５ｍｇ１錠 ダイト （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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631340BD1088
乾燥弱毒生風しんワクチン「北里
第一三共」

乾燥弱毒生風しんワクチン（高橋
株）

１瓶（溶解液付） 第一三共 （薬価未収載品）販売中止

636140AA4040
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイ
ド「北里第一三共」

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイ
ド

０．５ｍＬ１瓶 第一三共 （薬価未収載品）販売中止

636140BA2042
沈降精製百日せきジフテリア破傷
風混合ワクチン「北里第一三共」

沈降精製百日せきジフテリア破傷
風混合ワクチン

０．５ｍＬ１瓶 第一三共 （薬価未収載品）販売中止

636140BG1057
沈降精製百日せきジフテリア破傷
風混合ワクチン「北里第一三共」シ
リンジ

沈降精製百日せきジフテリア破傷
風混合ワクチン

０．５ｍＬ１筒 第一三共 （薬価未収載品）販売中止

636140EG1026 スクエアキッズ皮下注シリンジ
沈降精製百日せきジフテリア破傷
風不活化ポリオ（ソークワクチン）
混合ワクチン

０．５ｍＬ１筒 第一三共 （薬価未収載品）販売中止

7213005S1028 マグコロール クエン酸マグネシウム液 ２５０ｍＬ１瓶 堀井薬品 経過措置期限終了

7213018S1025 マグコロールＰ クエン酸マグネシウムシロップ用 １ｇ 堀井薬品 経過措置期限終了

7219412A2076 オイパロミン３００注５０ｍＬ
イオパミドール（３００）５０ｍＬ注射
液

６１．２４％５０ｍ
Ｌ１瓶

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412A3080 オイパロミン３００注１００ｍＬ
イオパミドール（３００）１００ｍＬ注
射液

６１．２４％１００
ｍＬ１瓶

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412A5075 オイパロミン３７０注５０ｍＬ
イオパミドール（３７０）５０ｍＬ注射
液

７５．５２％５０ｍ
Ｌ１瓶

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412A6080 オイパロミン３７０注１００ｍＬ
イオパミドール（３７０）１００ｍＬ注
射液

７５．５２％１００
ｍＬ１瓶

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412A7060 オイパロミン１５０注５０ｍＬ
イオパミドール（１５０）５０ｍＬ注射
液

３０．６２％５０ｍ
Ｌ１瓶

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412A8066 オイパロミン１５０注２００ｍＬ イオパミドール注射液
３０．６２％２００
ｍＬ１瓶

富士製薬 経過措置期限終了

7219412A9070 オイパロミン３００注２０ｍＬ
イオパミドール（３００）２０ｍＬ注射
液

６１．２４％２０ｍ
Ｌ１瓶

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412G1048
オイパロミン３００注シリンジ１００
ｍＬ

イオパミドール（３００）１００ｍＬ
キット

６１．２４％１００
ｍＬ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412G2060
オイパロミン３００注シリンジ５０ｍ
Ｌ

イオパミドール（３００）５０ｍＬキット
６１．２４％５０ｍ
Ｌ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412G6040
オイパロミン３００注シリンジ８０ｍ
Ｌ

イオパミドール（３００）８０ｍＬキット
６１．２４％８０ｍ
Ｌ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412G7046
オイパロミン３７０注シリンジ１００
ｍＬ

イオパミドール（３７０）１００ｍＬ
キット

７５．５２％１００
ｍＬ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412G9057
オイパロミン３７０注シリンジ８０ｍ
Ｌ

イオパミドール（３７０）８０ｍＬキット
７５．５２％８０ｍ
Ｌ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412H1078 オイパロミン３７０注２０ｍＬ
イオパミドール（３７０）２０ｍＬ注射
液

７５．５２％２０ｍ
Ｌ１瓶

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412P1064
オイパロミン３７０注シリンジ５０ｍ
Ｌ

イオパミドール（３７０）５０ｍＬキット
７５．５２％５０ｍ
Ｌ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412P2028
オイパロミン３００注シリンジ１５０
ｍＬ

イオパミドール（３００）１５０ｍＬ
キット

６１．２４％１５０
ｍＬ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219412P3032
オイパロミン３７０注シリンジ６５ｍ
Ｌ

イオパミドール（３７０）６５ｍＬキット
７５．５２％６５ｍ
Ｌ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415A8078 イオベリン３００注１０ｍＬ イオヘキソール注射液
６４．７１％１０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7219415A9058 イオパーク３００注２０ｍＬ
イオヘキソール（３００）２０ｍＬ注射
液

６４．７１％２０ｍ
Ｌ１瓶

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415A9082 イオベリン３００注２０ｍＬ
イオヘキソール（３００）２０ｍＬ注射
液

６４．７１％２０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415G1041
イオパーク２４０注シリンジ１００ｍ
Ｌ

イオヘキソールキット
５１．７７％１００
ｍＬ１筒

富士製薬 経過措置期限終了

7219415G1068 イオベリン２４０注シリンジ１００ｍＬ イオヘキソールキット
５１．７７％１００
ｍＬ１筒

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7219415G2056 イオパーク３００注シリンジ５０ｍＬ イオヘキソールキット
６４．７１％５０ｍ
Ｌ１筒

富士製薬 経過措置期限終了

7219415G2099 イオベリン３００注シリンジ５０ｍＬ イオヘキソールキット
６４．７１％５０ｍ
Ｌ１筒

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7219415G3087
イオパーク３００注シリンジ１００ｍ
Ｌ

イオヘキソールキット
６４．７１％１００
ｍＬ１筒

富士製薬 経過措置期限終了

7219415G3133 イオベリン３００注シリンジ１００ｍＬ イオヘキソールキット
６４．７１％１００
ｍＬ１筒

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7219415G4059 イオパーク３００注シリンジ８０ｍＬ イオヘキソールキット
６４．７１％８０ｍ
Ｌ１筒

富士製薬 経過措置期限終了

7219415G4091 イオベリン３００注シリンジ８０ｍＬ イオヘキソールキット
６４．７１％８０ｍ
Ｌ１筒

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7219415G5055
イオパーク３５０注シリンジ１００ｍ
Ｌ

イオヘキソール（３５０）１００ｍＬ
キット

７５．４９％１００
ｍＬ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415G5080 イオベリン３５０注シリンジ１００ｍＬ
イオヘキソール（３５０）１００ｍＬ
キット

７５．４９％１００
ｍＬ１筒

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415G6051
イオパーク３００注シリンジ１５０ｍ
Ｌ

イオヘキソールキット
６４．７１％１５０
ｍＬ１筒

富士製薬 経過措置期限終了

7219415G6078 イオベリン３００注シリンジ１５０ｍＬ イオヘキソールキット
６４．７１％１５０
ｍＬ１筒

武田テバファーマ 経過措置期限終了
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7219415G7058
イオパーク３００注シリンジ１２５ｍ
Ｌ

イオヘキソール（３００）１２５ｍＬ
キット

６４．７１％１２５
ｍＬ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415G7074 イオベリン３００注シリンジ１２５ｍＬ
イオヘキソール（３００）１２５ｍＬ
キット

６４．７１％１２５
ｍＬ１筒

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415G8046 イオパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ
イオヘキソール（３５０）７０ｍＬキッ
ト

７５．４９％７０ｍ
Ｌ１筒

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415G8054 イオベリン３５０注シリンジ７０ｍＬ
イオヘキソール（３５０）７０ｍＬキッ
ト

７５．４９％７０ｍ
Ｌ１筒

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415G9034
イオパーク３００注シリンジ１１０ｍ
Ｌ

イオヘキソールキット
６４．７１％１１０
ｍＬ１筒

富士製薬 経過措置期限終了

7219415G9069 イオベリン３００注シリンジ１１０ｍＬ イオヘキソールキット
６４．７１％１１０
ｍＬ１筒

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7219415H1063 イオパーク３００注５０ｍＬ イオヘキソール注射液
６４．７１％５０ｍ
Ｌ１瓶

富士製薬 経過措置期限終了

7219415H1098 イオベリン３００注５０ｍＬ イオヘキソール注射液
６４．７１％５０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7219415H2060 イオパーク３００注１００ｍＬ
イオヘキソール（３００）１００ｍＬ注
射液

６４．７１％１００
ｍＬ１瓶

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415H2094 イオベリン３００注１００ｍＬ
イオヘキソール（３００）１００ｍＬ注
射液

６４．７１％１００
ｍＬ１瓶

武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7219415H3058 イオパーク３５０注２０ｍＬ イオヘキソール注射液
７５．４９％２０ｍ
Ｌ１瓶

富士製薬 経過措置期限終了

7219415H3074 イオベリン３５０注２０ｍＬ イオヘキソール注射液
７５．４９％２０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7219415H4054 イオパーク３５０注５０ｍＬ イオヘキソール注射液
７５．４９％５０ｍ
Ｌ１瓶

富士製薬 経過措置期限終了

7219415H4070 イオベリン３５０注５０ｍＬ イオヘキソール注射液
７５．４９％５０ｍ
Ｌ１瓶

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7219415H5050 イオパーク３５０注１００ｍＬ イオヘキソール注射液
７５．４９％１００
ｍＬ１瓶

富士製薬 経過措置期限終了

7219415H5077 イオベリン３５０注１００ｍＬ イオヘキソール注射液
７５．４９％１００
ｍＬ１瓶

武田テバファーマ 経過措置期限終了

7229400D1088 グルカゴン注射用１単位「イトウ」 グルカゴン注射用
１Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位
１瓶（溶解液付）

ＩＬＳ 経過措置期限終了

732170AQ1124 ステリコール液２ｗ／ｖ％ グルタラール液 ２％１ｍＬ シオエ製薬 （薬価未収載品）販売中止

732170AQ3046 グルトハイドスコープ３％液 グルタラール液 ３％１ｍＬ 吉田製薬 （薬価未収載品）販売中止
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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

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

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

【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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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

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
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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

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
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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

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

62504A4A1023 ゼビュディ点滴静注液５００ｍｇ
ソトロビマブ（遺伝子組換え）注射
液

５００ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ＧＳＫ ○

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
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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

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

14 / 15 ﾍﾟｰｼﾞ データインデックス株式会社



未掲載_10月版

コード 商品名 一般名 規格 製造販売会社 新薬 告示日

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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