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追加掲載_4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

2413400D1094 ＨＭＧ注用７５単位「あすか」
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注
射用

７５単位１瓶（溶
解液付）

あすか製薬 ○ 20220304 無

2413400D2090 ＨＭＧ注用１５０単位「あすか」
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注
射用

１５０単位１瓶（溶
解液付）

あすか製薬 ○ 20220304 無

2413400D3143 ＨＭＧ注射用７５単位「Ｆ」
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注
射用

７５単位１管（溶
解液付）

富士製薬 ○ 20220304 無

2413400D4123 ＨＭＧ注射用１５０単位「Ｆ」
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注
射用

１５０単位１管（溶
解液付）

富士製薬 ○ 20220304 無

2413402X4153 ＨＣＧモチダ注射用５千単位
注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモ
ン

５，０００単位１管 持田製薬 ○ 無

2413402X5079 ＨＣＧモチダ注射用１万単位
注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモ
ン

１０，０００単位１
管

持田製薬 ○ 無

2413407G1025 レコベル皮下注１２μｇペン
ホリトロピン　デルタ（遺伝子組換
え）キット

１２μｇ０．３６ｍＬ
１キット

フェリング・ファーマ ○ 20220304 無

2413407G2021 レコベル皮下注３６μｇペン
ホリトロピン　デルタ（遺伝子組換
え）キット

３６μｇ１．０８ｍＬ
１キット

フェリング・ファーマ ○ 20220304 無

2413407G3028 レコベル皮下注７２μｇペン
ホリトロピン　デルタ（遺伝子組換
え）キット

７２μｇ２．１６ｍＬ
１キット

フェリング・ファーマ ○ 20220304 無

2477700H1020
ウトロゲスタン腟用カプセル２００ｍ
ｇ

プロゲステロン腟カプセル
２００ｍｇ１カプセ
ル

富士製薬 ○ 20220304 無

2477700H2027 ルティナス腟錠１００ｍｇ プロゲステロン腟錠 １００ｍｇ１錠 フェリング・ファーマ ○ 20220304 無

2477700H3023 ルテウム腟用坐剤４００ｍｇ プロゲステロン腟坐剤 ４００ｍｇ１個 あすか製薬 ○ 20220304 無

2477700H4020 ワンクリノン腟用ゲル９０ｍｇ プロゲステロン腟ゲル ９０ｍｇ１管 メルクバイオファーマ ○ 20220304 無

2499420G1025
ガニレスト皮下注０．２５ｍｇシリン
ジ

ガニレリクス酢酸塩キット
０．２５ｍｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

オルガノン ○ 20220304 無

2499421D1023 セトロタイド注射用０．２５ｍｇ セトロレリクス酢酸塩注射用
０．２５ｍｇ１瓶
（溶解液付）

日本化薬 ○ 20220304 無

259000CF2127 タダラフィル錠１０ｍｇＣＩ「杏林」 タダラフィル錠 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ ○

259000CF3123 タダラフィル錠２０ｍｇＣＩ「杏林」 タダラフィル錠 ２０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ ○

2590016F5026 シアリス錠５ｍｇ タダラフィル錠 ５ｍｇ１錠 日本新薬 ○ 20220304 無

2590016F6022 シアリス錠１０ｍｇ タダラフィル錠 １０ｍｇ１錠 日本新薬 ○ 20220304 無

2590016F7029 シアリス錠２０ｍｇ タダラフィル錠 ２０ｍｇ１錠 日本新薬 ○ 20220304 無

2590018F1020 バイアグラ錠２５ｍｇ シルデナフィルクエン酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬 ○ 20220304 無

2590018F2026 バイアグラ錠５０ｍｇ シルデナフィルクエン酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬 ○ 20220304 無

2590018F3022 バイアグラＯＤフィルム２５ｍｇ
シルデナフィルクエン酸塩口腔内
崩壊錠

２５ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬 ○ 20220304 無

2590018F4029 バイアグラＯＤフィルム５０ｍｇ
シルデナフィルクエン酸塩口腔内
崩壊錠

５０ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬 ○ 20220304 無

4300701G1028 クリプトン（８１ｍＫｒ）ジェネレータ※ クリプトン（８１ｍＫｒ）吸入剤 １患者当たり 日本メジフィジックス ○

【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。

※薬剤区分変更（注射薬→外用薬）に伴い個別医薬品コード（YJコード）が変更された薬品です。商品名に変更はございません。
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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

1119701G1017 イソフルラン吸入液 １ｍＬ ※1

1121001X1042 ブロムワレリル尿素「三恵」 ブロモバレリル尿素 １ｇ 三恵薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1124003F2281 ニトラゼパム錠５ｍｇ「イセイ」 ニトラゼパム錠 ５ｍｇ１錠 コーアイセイ 経過措置期限終了

1124009F1290 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 ブロチゾラム０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1124026C1107 トフィソパム細粒１０％「ＣＨ」 トフィソパム１０％細粒 １０％１ｇ 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1129009F1033 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 ゾルピデム酒石酸塩錠 ５ｍｇ１錠 あすか製薬 経過措置期限終了

1129009F1092 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 ゾルピデム酒石酸塩錠 ５ｍｇ１錠 富士製薬 経過措置期限終了

1129009F2030
ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ａ
Ａ」

ゾルピデム酒石酸塩錠 １０ｍｇ１錠 あすか製薬 経過措置期限終了

1129009F2099 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｆ」 ゾルピデム酒石酸塩錠 １０ｍｇ１錠 富士製薬 経過措置期限終了

1129400A1038
プレセデックス静注液２００μｇ「マ
ルイシ」

デクスメデトミジン塩酸塩注射液
２００μｇ２ｍＬ１
瓶

丸石製薬 経過措置期限終了

1129400G1030
プレセデックス静注液２００μｇ／５
０ｍＬシリンジ「マルイシ」

デクスメデトミジン塩酸塩キット
２００μｇ５０ｍＬ
１筒

丸石製薬 経過措置期限終了

1132002B1078 ヒダントール散１０％ フェニトイン散 １０％１ｇ 藤永製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1141001X1096 アセトアミノフェン原末「マルイシ」 アセトアミノフェン １ｇ 丸石製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1143001X1015 アスピリン １０ｇ ※1

1143010F2058 イスキア配合錠Ａ３３０ アスピリン・ダイアルミネート錠 ３３０ｍｇ１錠 シオノケミカル 経過措置期限終了

1143010F2074 バファリン配合錠Ａ３３０ アスピリン・ダイアルミネート錠 ３３０ｍｇ１錠 ライオン 経過措置期限終了

1143400A1045
サリチル酸Ｎａ静注０．２５ｇ「フ
ソー」

サリチル酸ナトリウム注射液 ５％５ｍＬ１管 扶桑薬品 経過措置期限終了

1143400A2165 サリチル酸Ｎａ静注０．５ｇ「フソー」 サリチル酸ナトリウム注射液 ５％１０ｍＬ１管 扶桑薬品 経過措置期限終了

1147002F1676
ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「イセ
イ」

ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1149001F1463 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タツミ」 イブプロフェン１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1149001F2206 イブプロフェン錠２００ｍｇ「タツミ」 イブプロフェン２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1149019F1242 ロキフェン錠６０ｍｇ
ロキソプロフェンナトリウム水和物
錠

６０ｍｇ１錠 龍角散 経過措置期限終了

1149019F1684
ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍ
ｇ「ファイザー」

ロキソプロフェンナトリウム水和物
錠

６０ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

1149025F1043 スルガム錠１００ｍｇ チアプロフェン酸錠 １００ｍｇ１錠 サノフィ 経過措置期限終了

1149025F2066 スルガム錠２００ｍｇ チアプロフェン酸錠 ２００ｍｇ１錠 サノフィ 経過措置期限終了

1149035F1217
メロキシカム速崩錠５ｍｇ「日本臓
器」

メロキシカム錠 ５ｍｇ１錠 日本臓器製薬 経過措置期限終了

1149035F2213
メロキシカム速崩錠１０ｍｇ「日本
臓器」

メロキシカム錠 １０ｍｇ１錠 日本臓器製薬 経過措置期限終了

1149405A1025 セダペイン注１５ エプタゾシン臭化水素酸塩注射液 １．５％１ｍＬ１管 日医工 経過措置期限終了

1149500A1101 カシミタール静注
コンドロイチン硫酸エステルナトリ
ウム・サリチル酸ナトリウム注射液

２０ｍＬ１管 東和薬品 経過措置期限終了

1149601A2097 ナブトピン注３．６単位
ワクシニアウイルス接種家兎炎症
皮膚抽出液

３ｍＬ１管 東菱薬品 経過措置期限終了

1169005F1294 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」
ブロモクリプチンメシル酸塩２．５ｍ
ｇ錠

２．５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1169005F1316
ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「タカ
タ」

ブロモクリプチンメシル酸塩錠 ２．５ｍｇ１錠 高田製薬 経過措置期限終了

1169009F1020 ドミン錠０．４ タリペキソール塩酸塩錠 ０．４ｍｇ１錠
日本ベーリンガーインゲルハイ
ム

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、2022年3月4日告示（2022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。
※3：薬剤区分変更（注射薬→外用薬）による、個別医薬品コード（YJコード）の変更に伴い削除された品目です。
※4：官報には一般名で掲載されますが、薬価がないためJAHIS医薬品マスタデータの対象外である商品です。
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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

1169011F1036 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「Ｆ」 カベルゴリン０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠 富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1169011F2032 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「Ｆ」 カベルゴリン１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179024C1084 ゾテピン細粒１０％「アメル」 ゾテピン１０％細粒 １０％１ｇ 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179024C2064 ゾテピン細粒５０％「アメル」 ゾテピン５０％細粒 ５０％１ｇ 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179024F1072 ゾテピン錠２５ｍｇ「アメル」 ゾテピン２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179024F2079 ゾテピン錠５０ｍｇ「アメル」 ゾテピン５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179024F3067 ゾテピン錠１００ｍｇ「アメル」 ゾテピン１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179025F2014 エチゾラム１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 ※1

1179028C1015 ブロムペリドール１％細粒 １％１ｇ ※1

1179028F2018 ブロムペリドール３ｍｇ錠 ３ｍｇ１錠 ※1

1179028F3014 ブロムペリドール６ｍｇ錠 ６ｍｇ１錠 ※1

1179038F1198 リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 リスペリドン１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179038F2194 リスペリドン錠２ｍｇ「ファイザー」 リスペリドン２ｍｇ錠 ２ｍｇ１錠 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179038F3182 リスペリドン錠３ｍｇ「ファイザー」 リスペリドン３ｍｇ錠 ３ｍｇ１錠 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179038F4090
リスペリドン錠０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

リスペリドン０．５ｍｇ錠 ０．５ｍｇ１錠 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179038S2060
リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包
「ファイザー」

リスペリドン０．１％０．５ｍＬ液
０．１％０．５ｍＬ
１包

ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179038S3067
リスペリドン内用液１ｍｇ分包「ファ
イザー」

リスペリドン０．１％１ｍＬ液 ０．１％１ｍＬ１包 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179038S4063
リスペリドン内用液２ｍｇ分包「ファ
イザー」

リスペリドン０．１％２ｍＬ液 ０．１％２ｍＬ１包 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179038S5051
リスペリドン内用液３ｍｇ分包「ファ
イザー」

リスペリドン０．１％３ｍＬ液 ０．１％３ｍＬ１包 ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179039F1079
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５
ｍｇ「ＪＧ」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

1179039F1109
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５
ｍｇ「ＹＤ」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

1179039F1206
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５
ｍｇ「ファイザー」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 ファイザー 経過措置期限終了

1179039F2075
フルボキサミンマレイン酸塩錠５０
ｍｇ「ＪＧ」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

1179039F2105
フルボキサミンマレイン酸塩錠５０
ｍｇ「ＹＤ」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

1179039F2202
フルボキサミンマレイン酸塩錠５０
ｍｇ「ファイザー」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 ファイザー 経過措置期限終了

1179039F3071
フルボキサミンマレイン酸塩錠７５
ｍｇ「ＪＧ」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ７５ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

1179039F3101
フルボキサミンマレイン酸塩錠７５
ｍｇ「ＹＤ」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ７５ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

1179039F3209
フルボキサミンマレイン酸塩錠７５
ｍｇ「ファイザー」

フルボキサミンマレイン酸塩錠 ７５ｍｇ１錠 ファイザー 経過措置期限終了

1179040F1071
ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

ミルナシプラン塩酸塩錠 １５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

1179040F2078
ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

ミルナシプラン塩酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

1179040F3082
ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ
「ＴＹＫ」

ミルナシプラン塩酸塩錠 １２．５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

1179040F4054
ミルナシプラン塩酸塩錠５０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

ミルナシプラン塩酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

1179042F1038 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＡＡ」 クエチアピンフマル酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 あすか製薬 経過措置期限終了

1179042F1143 クエチアピン錠２５ｍｇ「テバ」 クエチアピンフマル酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

1179042F2034 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＡＡ」 クエチアピンフマル酸塩錠 １００ｍｇ１錠 あすか製薬 経過措置期限終了

1179042F2140 クエチアピン錠１００ｍｇ「テバ」 クエチアピンフマル酸塩錠 １００ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

1179042F3030 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＡＡ」 クエチアピンフマル酸塩２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 あすか製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1179042F3146 クエチアピン錠２００ｍｇ「テバ」 クエチアピンフマル酸塩錠 ２００ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

1190004F1153
チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメ
ル」

チアプリド塩酸塩２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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1190004F2141
チアプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「アメ
ル」

チアプリド塩酸塩５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1190012F3053
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 ３ｍｇ１錠 日本ジェネリック 経過措置期限終了

1190012F4050
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 ５ｍｇ１錠 日本ジェネリック 経過措置期限終了

1190012F6060
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 １０ｍｇ１錠 日本ジェネリック 経過措置期限終了

1190401A1015 エダラボン３０ｍｇ２０ｍＬ注射液
３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

※1

1190401G1077
エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッ
グ「ケミファ」

エダラボンキット
３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

日本ケミファ 経過措置期限終了

1190401G1190
エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ
「ファイザー」

エダラボンキット
３０ｍｇ１００ｍＬ１
キット

ファイザー 経過措置期限終了

1249004F1098 ダクチラン錠５０ｍｇ ピペリドレート塩酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 杏林製薬 経過措置期限終了

1313700Q2011
オキシブプロカイン塩酸塩０．４％
１ｍＬ点眼液

０．４％１ｍＬ ※1

1314701X1224 ホウ酸（山善） ホウ酸 １０ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

1319703Q2086 アゾテシン点眼液０．０２％
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物液

０．０２％５ｍＬ１
瓶

参天製薬 経過措置期限終了

1319717Q1014
クロモグリク酸ナトリウム１００ｍｇ５
ｍＬ点眼液

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

※1

1319717Q1286 シズレミン点眼液２％
クロモグリク酸ナトリウム１００ｍｇ５
ｍＬ点眼液

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319730Q1192 ベナンザ点眼液０．０５％
ケトチフェンフマル酸塩３．４５ｍｇ５
ｍＬ点眼液

３．４５ｍｇ５ｍＬ１
瓶

コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1319746Q1088
レボカバスチン点眼液０．０２５％
「イセイ」

レボカバスチン塩酸塩液 ０．０２５％１ｍＬ コーアイセイ 経過措置期限終了

1329700Q1015
クロモグリク酸ナトリウム１９０ｍｇ
９．５ｍＬ点鼻液

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

※1

1329700Q1228
クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「ファ
イザー」

クロモグリク酸ナトリウム１９０ｍｇ
９．５ｍＬ点鼻液

１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1329700Q1252
クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「科
研」

クロモグリク酸ナトリウム液
１９０ｍｇ９．５ｍＬ
１瓶

科研製薬 経過措置期限終了

1329702R7042
リノコートパウダースプレー鼻用２
５μｇ

ベクロメタゾンプロピオン酸エステ
ル噴霧剤

１．５０ｍｇ０．９０
８７ｇ１瓶

帝人ファーマ 経過措置期限終了

1329707Q1017
フルチカゾンプロピオン酸エステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ点鼻液

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

※1

1329707Q2056
フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用
「イセイ」５６噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル
液

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

コーアイセイ 経過措置期限終了

1339005F1415
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テ
バ」

ベタヒスチンメシル酸塩６ｍｇ錠 ６ｍｇ１錠 日医工ファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1339005F1474
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「イ
セイ」

ベタヒスチンメシル酸塩６ｍｇ錠 ６ｍｇ１錠 コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1339005F2187
ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ
「テバ」

ベタヒスチンメシル酸塩１２ｍｇ錠 １２ｍｇ１錠 日医工ファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

1339005F2241
ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ
「イセイ」

ベタヒスチンメシル酸塩１２ｍｇ錠 １２ｍｇ１錠 コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2115004X1140 カフェイン水和物「ヨシダ」 カフェイン水和物 １ｇ 吉田製薬 経過措置期限終了

2119003D1017 ユビデカレノン１％顆粒 １％１ｇ ※1

2119003F2669 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「イセイ」 ユビデカレノン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119003M2013 ユビデカレノン１０ｍｇカプセル １０ｍｇ１カプセル 経過措置期限終了

2119003M2234
ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ「杏
林」

ユビデカレノン１０ｍｇカプセル １０ｍｇ１カプセル キョーリンリメディオ ※2

2119402P1089 カコージンＤ注０．１％ ドパミン塩酸塩キット
０．１％２００ｍＬ
１袋

日本製薬 経過措置期限終了

2119402P2085 カコージンＤ注０．３％ ドパミン塩酸塩キット
０．３％２００ｍＬ
１袋

日本製薬 経過措置期限終了

2119404G5032 ドブポン注０．１％シリンジ
ドブタミン塩酸塩０．１％５０ｍＬ
キット

０．１％５０ｍＬ１
筒

テルモ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119404G6039 ドブポン注０．３％シリンジ
ドブタミン塩酸塩０．３％５０ｍＬ
キット

０．３％５０ｍＬ１
筒

テルモ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119404G7027 ドブポン注０．６％シリンジ
ドブタミン塩酸塩０．６％５０ｍＬ
キット

０．６％５０ｍＬ１
筒

テルモ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2119408G1019 ミルリノン２２．５ｍｇ１５０ｍＬキット
２２．５ｍｇ１５０
ｍＬ１袋

※1

2123001M1029 アセタノールカプセル１００ アセブトロール塩酸塩カプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

サノフィ 経過措置期限終了

2123001M2025 アセタノールカプセル２００ アセブトロール塩酸塩カプセル
２００ｍｇ１カプセ
ル

サノフィ 経過措置期限終了

2123011F1058 アルマイラー錠２５ アテノロール２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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2123011F2135 アルマイラー錠５０ アテノロール５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2123014F1124
アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「テ
バ」

アロチノロール塩酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2123014F2236
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テ
バ」

アロチノロール塩酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2129005F1218 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「テバ」 リン酸ジソピラミド１５０ｍｇ徐放錠 １５０ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2129404A2037 アスペノン静注用１００ アプリンジン塩酸塩注射液
１００ｍｇ１０ｍＬ１
管

バイエル薬品 経過措置期限終了

2132003F1320 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＹＤ」 トリクロルメチアジド錠 ２ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

2139010F1029 フィズリン錠３０ｍｇ モザバプタン塩酸塩錠 ３０ｍｇ１錠 大塚製薬 経過措置期限終了

2144002F1369
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＴＣＫ」

エナラプリルマレイン酸塩２．５ｍｇ
錠

２．５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144002F2411
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「ＴＣＫ」

エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144002F3337
エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

エナラプリルマレイン酸塩１０ｍｇ
錠

１０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144005F1010 シラザプリル０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠 ※1

2144005F1052 シラザプリル錠０．２５ｍｇ「トーワ」 シラザプリル０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144005F1060 シラザプリル錠０．２５ｍｇ「サワイ」 シラザプリル０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144005F2016 シラザプリル０．５ｍｇ錠 ０．５ｍｇ１錠 ※1

2144005F2059 シラザプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 シラザプリル０．５ｍｇ錠 ０．５ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144005F2067 シラザプリル錠０．５ｍｇ「サワイ」 シラザプリル０．５ｍｇ錠 ０．５ｍｇ１錠 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144005F3012 シラザプリル１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 ※1

2144005F3055 シラザプリル錠１ｍｇ「トーワ」 シラザプリル１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144005F3063 シラザプリル錠１ｍｇ「サワイ」 シラザプリル１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144006F1138 リシノプリル錠５ｍｇ「ファイザー」 リシノプリル５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144006F2177 リシノプリル錠１０ｍｇ「ファイザー」 リシノプリル水和物錠 １０ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

2144006F3130 リシノプリル錠２０ｍｇ「ファイザー」 リシノプリル水和物錠 ２０ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

2144007F1060
ベナゼプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

ベナゼプリル塩酸塩２．５ｍｇ錠 ２．５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144007F2074
ベナゼプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

ベナゼプリル塩酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144007F3062
ベナゼプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

ベナゼプリル塩酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2144010F1029 コナン錠５ｍｇ キナプリル塩酸塩錠 ５ｍｇ１錠 田辺三菱製薬 経過措置期限終了

2144010F2025 コナン錠１０ｍｇ キナプリル塩酸塩錠 １０ｍｇ１錠 田辺三菱製薬 経過措置期限終了

2144010F3021 コナン錠２０ｍｇ キナプリル塩酸塩錠 ２０ｍｇ１錠 田辺三菱製薬 経過措置期限終了

2149010F1181
メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ
「ＪＧ」

メトプロロール酒石酸塩２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149010F2250
メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ
「ＪＧ」

メトプロロール酒石酸塩４０ｍｇ錠 ４０ｍｇ１錠 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149011N1024 ブロクリン－Ｌカプセル５ｍｇ ピンドロール徐放カプセル ５ｍｇ１カプセル 高田製薬 経過措置期限終了

2149011N2020 ブロクリン－Ｌカプセル１５ｍｇ ピンドロール徐放カプセル １５ｍｇ１カプセル 高田製薬 経過措置期限終了

2149023F1022 ハイトラシン錠０．２５ｍｇ テラゾシン塩酸塩水和物錠 ０．２５ｍｇ１錠 マイランＥＰＤ 経過措置期限終了

2149023F2029 ハイトラシン錠０．５ｍｇ テラゾシン塩酸塩水和物錠 ０．５ｍｇ１錠 マイランＥＰＤ 経過措置期限終了

2149023F3025 ハイトラシン錠１ｍｇ テラゾシン塩酸塩水和物錠 １ｍｇ１錠 マイランＥＰＤ 経過措置期限終了

2149023F4021 ハイトラシン錠２ｍｇ テラゾシン塩酸塩水和物錠 ２ｍｇ１錠 マイランＥＰＤ 経過措置期限終了

2149027F1179 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日新」 マニジピン塩酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 日新製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149027F1187 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 マニジピン塩酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149027F2191 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 マニジピン塩酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 日新製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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2149027F2205
マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

マニジピン塩酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149027F3198 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 マニジピン塩酸塩２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 日新製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149027F3201
マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

マニジピン塩酸塩２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149029F1089
セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

セリプロロール塩酸塩１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149029F1127
セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

セリプロロール塩酸塩１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149029F2085
セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ
「ＪＧ」

セリプロロール塩酸塩２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149029F2123
セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ
「トーワ」

セリプロロール塩酸塩２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149039F1341
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「モチ
ダ」

ロサルタンカリウム２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 ニプロファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149039F2348
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「モチ
ダ」

ロサルタンカリウム５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 ニプロファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149039F3336
ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「モ
チダ」

ロサルタンカリウム錠 １００ｍｇ１錠 ニプロファーマ 経過措置期限終了

2149040F1344
カンデサルタン錠２ｍｇ「ファイ
ザー」

カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ
錠

２ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F1352 カンデサルタン錠２ｍｇ「明治」
カンデサルタンシレキセチル２ｍｇ
錠

２ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F2340
カンデサルタン錠４ｍｇ「ファイ
ザー」

カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
錠

４ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F2359 カンデサルタン錠４ｍｇ「明治」
カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
錠

４ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F3347
カンデサルタン錠８ｍｇ「ファイ
ザー」

カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
錠

８ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F3355 カンデサルタン錠８ｍｇ「明治」
カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
錠

８ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F4343
カンデサルタン錠１２ｍｇ「ファイ
ザー」

カンデサルタンシレキセチル１２ｍ
ｇ錠

１２ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F4351 カンデサルタン錠１２ｍｇ「明治」 カンデサルタンシレキセチル錠 １２ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 経過措置期限終了

2149040F5064 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「明治」
カンデサルタンシレキセチル口腔
内崩壊錠

２ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 経過措置期限終了

2149040F6060 カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「明治」
カンデサルタンシレキセチル４ｍｇ
口腔内崩壊錠

４ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F7067 カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「明治」
カンデサルタンシレキセチル８ｍｇ
口腔内崩壊錠

８ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149040F8063
カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「明
治」

カンデサルタンシレキセチル口腔
内崩壊錠

１２ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 経過措置期限終了

2149041F1110 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＳＮ」 バルサルタン２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F1373 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 バルサルタン錠 ２０ｍｇ１錠 日本薬品 経過措置期限終了

2149041F2116 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＳＮ」 バルサルタン４０ｍｇ錠 ４０ｍｇ１錠 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F2370 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＮＰＩ」 バルサルタン４０ｍｇ錠 ４０ｍｇ１錠 日本薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F3015 バルサルタン８０ｍｇ錠 ８０ｍｇ１錠 ※1

2149041F3112 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＳＮ」 バルサルタン８０ｍｇ錠 ８０ｍｇ１錠 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F3376 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＮＰＩ」 バルサルタン８０ｍｇ錠 ８０ｍｇ１錠 日本薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F4011 バルサルタン１６０ｍｇ錠 １６０ｍｇ１錠 ※1

2149041F4119 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＳＮ」 バルサルタン１６０ｍｇ錠 １６０ｍｇ１錠 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F4372 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＮＰＩ」 バルサルタン１６０ｍｇ錠 １６０ｍｇ１錠 日本薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2149041F5050 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「科研」 バルサルタン口腔内崩壊錠 ２０ｍｇ１錠 ダイト 経過措置期限終了

2149041F6057 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「科研」 バルサルタン口腔内崩壊錠 ４０ｍｇ１錠 ダイト 経過措置期限終了

2149041F7010 バルサルタン８０ｍｇ口腔内崩壊錠 ８０ｍｇ１錠 ※1

2149041F7053 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「科研」 バルサルタン口腔内崩壊錠 ８０ｍｇ１錠 ダイト 経過措置期限終了

2149041F8017
バルサルタン１６０ｍｇ口腔内崩壊
錠

１６０ｍｇ１錠 ※1

2149041F8050
バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「科
研」

バルサルタン口腔内崩壊錠 １６０ｍｇ１錠 ダイト 経過措置期限終了

2149114F1129 アムバロ配合錠「イセイ」
バルサルタン・アムロジピンベシル
酸塩錠

１錠 コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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2149116F2019
カンデサルタンシレキセチル・アム
ロジピンベシル酸塩ＨＤ錠

１錠 ※1

2160003F1073 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＳＮ」 スマトリプタンコハク酸塩５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171014F1016 ニフェジピン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 ※1

2171014G1020 アダラートＬ錠１０ｍｇ ニフェジピン徐放錠 １０ｍｇ１錠 バイエル薬品 経過措置期限終了

2171014G2026 アダラートＬ錠２０ｍｇ ニフェジピン徐放錠 ２０ｍｇ１錠 バイエル薬品 経過措置期限終了

2171020F1186 バイニロード錠５ｍｇ ニトレンジピン５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171020F1224 ニトレンジピン錠５ｍｇ「オーハラ」 ニトレンジピン５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 大原薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171020F2190 バイニロード錠１０ｍｇ ニトレンジピン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171020F2220 ニトレンジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 ニトレンジピン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 大原薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171022F1088 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 アムロジピンベシル酸塩錠 ２．５ｍｇ１錠 富士製薬 経過措置期限終了

2171022F2084 アムロジピン錠５ｍｇ「Ｆ」 アムロジピンベシル酸塩錠 ５ｍｇ１錠 富士製薬 経過措置期限終了

2171022F5261 アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｆ」 アムロジピンベシル酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2171405D1019 ジルチアゼム塩酸塩１０ｍｇ注射用 １０ｍｇ１管 ※1

2171405D2015 ジルチアゼム塩酸塩５０ｍｇ注射用 ５０ｍｇ１管 ※1

2183005G1099 ミデナールＬ錠２００ ベザフィブラート２００ｍｇ徐放錠 ２００ｍｇ１錠 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2183005G2141 ミデナールＬ錠１００ ベザフィブラート１００ｍｇ徐放錠 １００ｍｇ１錠 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2189008F1430 プロブコール錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 プロブコール２５０ｍｇ錠 ２５０ｍｇ１錠 陽進堂 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2189010F1446
プラバスタチンナトリウム塩錠５ｍｇ
「ファイザー」

プラバスタチンナトリウム錠 ５ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

2189010F2469
プラバスタチンナトリウム塩錠１０
ｍｇ「ファイザー」

プラバスタチンナトリウム錠 １０ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

2189011F1041 シンバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 シンバスタチン５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2189011F2110 シンバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 シンバスタチン１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2189011F3079 シンバスタチン錠２０ｍｇ「アメル」 シンバスタチン錠 ２０ｍｇ１錠 共和薬品 経過措置期限終了

2189015F1139 アトルバスタチン錠５ｍｇ「モチダ」
アトルバスタチンカルシウム水和
物錠

５ｍｇ１錠 ニプロファーマ 経過措置期限終了

2189015F2135
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「モチ
ダ」

アトルバスタチンカルシウム水和
物錠

１０ｍｇ１錠 ニプロファーマ 経過措置期限終了

2189402G3027 プラルエント皮下注７５ｍｇペン アリロクマブ（遺伝子組換え）キット
７５ｍｇ１ｍＬ１
キット

サノフィ 経過措置期限終了

2189402G4023 プラルエント皮下注１５０ｍｇペン アリロクマブ（遺伝子組換え）キット
１５０ｍｇ１ｍＬ１
キット

サノフィ 経過措置期限終了

2190005C1040 セロクラール細粒４％ イフェンプロジル酒石酸塩細粒 ４％１ｇ サノフィ 経過措置期限終了

2190022F1229
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍ
ｇ「ＫＮ」

アメジニウムメチル硫酸塩１０ｍｇ
錠

１０ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2190400A3077 ２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 Ｄ－マンニトール注射液
２０％３００ｍＬ１
瓶

陽進堂 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2190408G1073
アルガトロバン注１０ｍｇシリンジ
「ＳＮ」

アルガトロバン水和物キット
１０ｍｇ２０ｍＬ１
筒

シオノケミカル 経過措置期限終了

2190501A1093 グリポーゼ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖２００ｍＬ注射液 ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2190501A2090 グリポーゼ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖３００ｍＬ注射液 ３００ｍＬ１瓶 扶桑薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2190501A3118 グリポーゼ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖５００ｍＬ注射液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2219403A1078
フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「マイ
ラン」

フルマゼニル注射液
０．５ｍｇ５ｍＬ１
管

富士薬品 経過措置期限終了

2219403A2031
フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「マイ
ラン」

フルマゼニル０．２ｍｇ２ｍＬ注射液
０．２ｍｇ２ｍＬ１
管

富士薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2229007F1042 フラベリック錠２０ｍｇ ベンプロペリンリン酸塩錠 ２０ｍｇ１錠 ファイザー 経過措置期限終了

2229100B1110 ニチコデ配合散 鎮咳配合剤散 １ｇ 日医工 経過措置期限終了

2234001F1312 ビソルボン錠４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩錠 ４ｍｇ１錠 サノフィ 経過措置期限終了

2234001F1347
ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イ
セイ」

ブロムヘキシン塩酸塩錠 ４ｍｇ１錠 コーアイセイ 経過措置期限終了
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2239001F1335 ムコブリン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩１５ｍｇ錠 １５ｍｇ１錠 龍角散 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2239001N1054 ムコソレートＬカプセル４５
アンブロキソール塩酸塩４５ｍｇ徐
放カプセル

４５ｍｇ１カプセル 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2239001R2010
アンブロキソール塩酸塩３％シロッ
プ用

３％１ｇ ※1

2251001R1018 テオフィリン２０％シロップ用 ２０％１ｇ ※1

2251001R1140
テオフィリン徐放ドライシロップ小
児用２０％「日医工」

テオフィリン２０％シロップ用 ２０％１ｇ 日医工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2254001F1013 サルブタモール硫酸塩２ｍｇ錠 ２ｍｇ１錠 ※1

2259004F1013
プロカテロール塩酸塩０．０２５ｍｇ
錠

０．０２５ｍｇ１錠 ※1

2259004F1153
プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ
「日医工」

プロカテロール塩酸塩０．０２５ｍｇ
錠

０．０２５ｍｇ１錠 日医工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2259004F1170
プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ
「サワイ」

プロカテロール塩酸塩０．０２５ｍｇ
錠

０．０２５ｍｇ１錠 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2259004F1188
プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ
「トーワ」

プロカテロール塩酸塩０．０２５ｍｇ
錠

０．０２５ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2259004F2010
プロカテロール塩酸塩０．０５ｍｇ
錠

０．０５ｍｇ１錠 ※1

2259004F2214
プロカテロール塩酸塩錠５０μｇ
「日医工」

プロカテロール塩酸塩０．０５ｍｇ
錠

０．０５ｍｇ１錠 日医工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2259004F2230
プロカテロール塩酸塩錠５０μｇ
「サワイ」

プロカテロール塩酸塩０．０５ｍｇ
錠

０．０５ｍｇ１錠 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2259004F2249
プロカテロール塩酸塩錠５０μｇ
「トーワ」

プロカテロール塩酸塩０．０５ｍｇ
錠

０．０５ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2259004Q1219
プロカテロール塩酸塩シロップ５μ
ｇ／ｍＬ「トーワ」

プロカテロール塩酸塩０．０００５％
シロップ

０．０００５％１ｍ
Ｌ

東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2259708G1022 セレベント２５ロタディスク
サルメテロールキシナホ酸塩吸入
剤

２５μｇ１ブリス
ター

ＧＳＫ 経過措置期限終了

2259708G2029 セレベント５０ロタディスク
サルメテロールキシナホ酸塩吸入
剤

５０μｇ１ブリス
ター

ＧＳＫ 経過措置期限終了

2260700C1130
水溶性アズレン含嗽用顆粒０．
４％「ＹＤ」

アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物顆粒

０．４％１ｇ 陽進堂 経過措置期限終了

2290400D2021 ゾレア皮下注用７５ｍｇ
オマリズマブ（遺伝子組換え）注射
用

７５ｍｇ１瓶 ノバルティス　ファーマ 経過措置期限終了

2290700G1026 フルタイド５０ロタディスク
フルチカゾンプロピオン酸エステル
吸入剤

５０μｇ１ブリス
ター

ＧＳＫ 経過措置期限終了

2290700G2022 フルタイド１００ロタディスク
フルチカゾンプロピオン酸エステル
吸入剤

１００μｇ１ブリス
ター

ＧＳＫ 経過措置期限終了

2290700G3029 フルタイド２００ロタディスク
フルチカゾンプロピオン酸エステル
吸入剤

２００μｇ１ブリス
ター

ＧＳＫ 経過措置期限終了

2316002B1053 耐性乳酸菌散１０％「ＪＧ」 耐性乳酸菌製剤散 １ｇ 長生堂製薬 経過措置期限終了

2316012A1078 フソウラクトミン末 ラクトミン散 １ｇ 扶桑薬品 経過措置期限終了

2325002F1011 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 ※1

2325002F1194 ザンタック錠１５０ ラニチジン塩酸塩錠 １５０ｍｇ１錠 ＧＳＫ 経過措置期限終了

2325002F1216 ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F1224 ラニチジン錠１５０ｍｇ「タイヨー」 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F1232 ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医工」 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 日医工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F1259 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 陽進堂 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F1267 ラニチジン錠１５０ｍｇ「サワイ」 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F1275 ラニチジン錠１５０ｍｇ「トーワ」 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F1283 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ツルハラ」 ラニチジン塩酸塩１５０ｍｇ錠 １５０ｍｇ１錠 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F2018 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 ※1

2325002F2026 ザンタック錠７５ ラニチジン塩酸塩錠 ７５ｍｇ１錠 ＧＳＫ 経過措置期限終了

2325002F2123 ラニチジン錠７５ｍｇ「マイラン」 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F2131 ラニチジン錠７５ｍｇ「タイヨー」 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F2158 ラニチジン錠７５ｍｇ「日医工」 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 日医工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F2174 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 陽進堂 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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2325002F2182 ラニチジン錠７５ｍｇ「サワイ」 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F2190 ラニチジン錠７５ｍｇ「トーワ」 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325002F2204 ラニチジン錠７５ｍｇ「ツルハラ」 ラニチジン塩酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 鶴原製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325005M1162
ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オー
ハラ」

ニザチジンカプセル
１５０ｍｇ１カプセ
ル

大原薬品 経過措置期限終了

2325005M1200
ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「トー
ワ」

ニザチジンカプセル
１５０ｍｇ１カプセ
ル

東和薬品 経過措置期限終了

2325005M2126
ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハ
ラ」

ニザチジン７５ｍｇカプセル ７５ｍｇ１カプセル 大原薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325005M2169
ニザチジンカプセル７５ｍｇ「トー
ワ」

ニザチジン７５ｍｇカプセル ７５ｍｇ１カプセル 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325401D1086
ファモチジン注射用２０ｍｇ「サワ
イ」

ファモチジン２０ｍｇ注射用 ２０ｍｇ１管 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325401D2040
ファモチジン注射用１０ｍｇ「サワ
イ」

ファモチジン１０ｍｇ注射用 １０ｍｇ１管 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325401D2066
ファモチジン注射用１０ｍｇ「日医
工」

ファモチジン１０ｍｇ注射用 １０ｍｇ１管 日医工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325401D3011 ファモチジン２０ｍｇ注射用 ２０ｍｇ１瓶 ※1

2325401D3046
ファモチジン注射用２０ｍｇ「日医
工」

ファモチジン２０ｍｇ注射用 ２０ｍｇ１瓶 日医工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325402A1017
ラニチジン塩酸塩２．５％２ｍＬ注
射液

２．５％２ｍＬ１管 ※1

2325402A1033 ザンタック注射液５０ｍｇ ラニチジン塩酸塩注射液 ２．５％２ｍＬ１管 ＧＳＫ 経過措置期限終了

2325402A1041
ラニチジン注射液５０ｍｇ「タイ
ヨー」

ラニチジン塩酸塩２．５％２ｍＬ注
射液

２．５％２ｍＬ１管 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325402A2013
ラニチジン塩酸塩２．５％４ｍＬ注
射液

２．５％４ｍＬ１管 ※1

2325402A2030 ザンタック注射液１００ｍｇ ラニチジン塩酸塩注射液 ２．５％４ｍＬ１管 ＧＳＫ 経過措置期限終了

2325402A2048
ラニチジン注射液１００ｍｇ「タイ
ヨー」

ラニチジン塩酸塩２．５％４ｍＬ注
射液

２．５％４ｍＬ１管 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2325403D1069 アルタット静注用７５ｍｇ
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩
注射用

７５ｍｇ１管 あすか製薬 経過措置期限終了

2329002F2203 アルジオキサ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 アルジオキサ錠 １００ｍｇ１錠 小林化工 経過措置期限終了

2329009F1225 スルピリド錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 スルピリド５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329011C2095 ラビン細粒２０％ ソファルコン細粒 ２０％１ｇ 辰巳化学 経過措置期限終了

2329011F1052 ラビン錠５０ｍｇ ソファルコン５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329011M2082 ラビンカプセル１００ｍｇ ソファルコン１００ｍｇカプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329012C1352 テプレノン細粒１０％「武田テバ」 テプレノン１０％細粒 １０％１ｇ 日医工ファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329012M1366 テプレノンカプセル５０ｍｇ「テバ」 テプレノンカプセル ５０ｍｇ１カプセル 日医工ファーマ 経過措置期限終了

2329021D1047 レバミピド顆粒２０％「ＴＹＫ」 レバミピド顆粒 ２０％１ｇ 武田テバ薬品 経過措置期限終了

2329021D1063 レバミピド顆粒２０％「アメル」 レバミピド顆粒 ２０％１ｇ 共和薬品 経過措置期限終了

2329022H1205
オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マイ
ラン」

オメプラゾール２０ｍｇ腸溶錠 ２０ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329022H2171
オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイ
ラン」

オメプラゾール１０ｍｇ腸溶錠 １０ｍｇ１錠 マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329023M1151
ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ
「ケミファ」

ランソプラゾール１５ｍｇ腸溶カプセ
ル

１５ｍｇ１カプセル シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329023M2158
ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ
「ケミファ」

ランソプラゾール３０ｍｇ腸溶カプセ
ル

３０ｍｇ１カプセル シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2329028F1180
ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ＮＰ」

ラベプラゾールナトリウム錠 １０ｍｇ１錠 ニプロ 経過措置期限終了

2329028F1244
ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「タイヨー」

ラベプラゾールナトリウム錠 １０ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

2329028F1260
ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ
「ゼリア」

ラベプラゾールナトリウム錠 １０ｍｇ１錠 ゼリア新薬 経過措置期限終了

2329028F2186
ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ＮＰ」

ラベプラゾールナトリウム錠 ２０ｍｇ１錠 ニプロ 経過措置期限終了

2329028F2240
ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「タイヨー」

ラベプラゾールナトリウム錠 ２０ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

2329028F2267
ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ
「ゼリア」

ラベプラゾールナトリウム錠 ２０ｍｇ１錠 ゼリア新薬 経過措置期限終了

2329122D1341 アズクレニンＳ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 長生堂製薬 経過措置期限終了
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2331003X1132 ジアスターゼ〈ハチ〉 ジアスターゼ １０ｇ 東洋製薬化成 経過措置期限終了

2331003X1264 ジアスターゼ「ヨシダ」 ジアスターゼ １０ｇ 吉田製薬 経過措置期限終了

2331003X1299 ジアスターゼ「日医工」 ジアスターゼ １０ｇ 日医工 経過措置期限終了

2331006X1225 パンクレアチン「日医工」 パンクレアチン １ｇ 日医工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2335001X1167 希塩酸 希塩酸 １０ｍＬ 山善製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2339003D1029 オリザチーム顆粒
β－ガラクトシダーゼ（アスペルギ
ルス）顆粒

５０％１ｇ ヤクルト本社 経過措置期限終了

2339209M1030 ケイラーゼＡＴ配合カプセル
ビオヂアスターゼ２０００配合剤カ
プセル

１カプセル 三恵薬品 経過措置期限終了

2339225D1048 ヨウラーゼＥ配合顆粒
ビオヂアスターゼ２０００配合剤顆
粒

１ｇ 陽進堂 経過措置期限終了

2343001X1185 合成ケイ酸アルミ「ヨシダ」 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 吉田製薬 経過措置期限終了

2344002X1179 酸化マグネシウム（山善） 酸化マグネシウム １０ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

2344004X1402 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 炭酸水素ナトリウム １０ｇ 吉田製薬 経過措置期限終了

2344006X1134 炭酸マグネシウム（山善） 炭酸マグネシウム １０ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

2349100X1247 マルファ配合内服液
水酸化アルミニウムゲル・水酸化
マグネシウム液

１０ｍＬ 東洋製薬化成 経過措置期限終了

2354003F2405 センノシド錠１２ｍｇ「ＪＤ」 センノシド錠 １２ｍｇ１錠 ジェイドルフ製薬 経過措置期限終了

2359005F1250
ピコスルファートナトリウム錠２．５
ｍｇ「イセイ」

ピコスルファートナトリウム２．５ｍｇ
錠

２．５ｍｇ１錠 コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2359005M1101
ピコスルファートＮａカプセル２．５
ｍｇ「ＮＰＩ」

ピコスルファートナトリウム２．５ｍｇ
カプセル

２．５ｍｇ１カプセ
ル

日本薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2359109B1115 人工カルルス塩「ヤマゼン」 人工カルルス塩末 １０ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

2359110B1029 モビコール配合内用剤
マクロゴール４０００・塩化ナトリウ
ム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリ
ウム散

６．８５２３ｇ１包 ＥＡファーマ 経過措置期限終了

2362001F2203
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍ
ｇ「ＴＣＫ」

ウルソデオキシコール酸錠 １００ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

2391400A3032 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＡＦＰ」 グラニセトロン塩酸塩注射液 １ｍｇ１ｍＬ１管 大興製薬 経過措置期限終了

2391400A4039 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＡＦＰ」 グラニセトロン塩酸塩注射液 ３ｍｇ３ｍＬ１管 大興製薬 経過措置期限終了

2391400G1172
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍ
ｇ／１００ｍＬ「ＡＦＰ」

グラニセトロン塩酸塩３ｍｇ１００ｍ
Ｌキット

３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2391400G4066
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍ
ｇ／５０ｍＬ「ＡＦＰ」

グラニセトロン塩酸塩３ｍｇ５０ｍＬ
キット

３ｍｇ５０ｍＬ１袋 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2391401A2014
オンダンセトロン塩酸塩２ｍｇ１ｍＬ
注射液

２ｍｇ１ｍＬ１管 ※1

2391402A1055
アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ
「タイヨー」

アザセトロン塩酸塩注射液 １０ｍｇ２ｍＬ１管 武田テバファーマ 経過措置期限終了

2391403A1041
ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ
「Ｆ」

ラモセトロン塩酸塩注射液
０．３ｍｇ２ｍＬ１
管

富士製薬 経過措置期限終了

2391403G1036
ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ
シリンジ「Ｆ」

ラモセトロン塩酸塩キット
０．３ｍｇ２ｍＬ１
筒

富士製薬 経過措置期限終了

2399005C1020 ナウゼリン細粒１％ ドンペリドン細粒 １％１ｇ 協和キリン 経過措置期限終了

2399006C1017
トリメブチンマレイン酸塩２０％細
粒

２０％１ｇ ※1

2399006C1181
トリメブチンマレイン酸塩細粒２
０％「オーハラ」

トリメブチンマレイン酸塩２０％細
粒

２０％１ｇ 大原薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2399006F1528
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ
ｇ「オーハラ」

トリメブチンマレイン酸塩１００ｍｇ
錠

１００ｍｇ１錠 大原薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2399008F1055 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＳ」 イトプリド塩酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 日新製薬 経過措置期限終了

2399008F1098 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 イトプリド塩酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

2399008F1101 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 イトプリド塩酸塩錠 ５０ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

2399009F1173
メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「武田テ
バ」

メサラジン徐放錠 ２５０ｍｇ１錠 日医工ファーマ 経過措置期限終了

2399009F2161
メサラジン徐放錠５００ｍｇ「武田テ
バ」

メサラジン徐放錠 ５００ｍｇ１錠 日医工ファーマ 経過措置期限終了

2399010F1222
モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ
「テバ」

モサプリドクエン酸塩水和物錠 ２．５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

2399010F2229
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「テ
バ」

モサプリドクエン酸塩水和物錠 ５ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了
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2399700X1280 複方ヨードグリセリン「ヨシダ」 複方ヨード・グリセリン １０ｍＬ 吉田製薬 経過措置期限終了

2412402L2038 グロウジェクトＢＣ注射用８ｍｇ
ソマトロピン（遺伝子組換え）注射
用

８ｍｇ１筒（溶解
液付）

ＪＣＲファーマ 経過措置期限終了

2419400A1024 デスモプレシン注４協和
デスモプレシン酢酸塩水和物注射
液

４μｇ１管 フェリング・ファーマ 経過措置期限終了

2419700R1022 デスモプレシン・スプレー２．５協和 デスモプレシン酢酸塩水和物液 １２５μｇ１瓶 フェリング・ファーマ 経過措置期限終了

2452400D7040 ソル・コーテフ静注用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）

ファイザー 経過措置期限終了

2454405A9060 ソルコート静注液１００ｍｇ
デキサメタゾンリン酸エステルナト
リウム注射液

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

富士製薬 経過措置期限終了

2456400D1016
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム４０ｍｇ注射用

４０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

経過措置期限終了

2456400D1059 注射用ソル・メルコート４０
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム４０ｍｇ注射用

４０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

富士製薬 ※2

2456400D2012
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム１２５ｍｇ注射用

１２５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

経過措置期限終了

2456400D2071 注射用ソル・メルコート１２５
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム１２５ｍｇ注射用

１２５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

富士製薬 ※2

2456400D3019
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム５００ｍｇ注射用

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

経過措置期限終了

2456400D3078 注射用ソル・メルコート５００
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム５００ｍｇ注射用

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

富士製薬 ※2

2456400D4015
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム１ｇ注射用

１ｇ１瓶（溶解液
付）

経過措置期限終了

2456400D4066 注射用ソル・メルコート１，０００
メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム１ｇ注射用

１ｇ１瓶（溶解液
付）

富士製薬 ※2

2459400D2057 レボスパ静注用２００ｍｇ
プラステロン硫酸エステルナトリウ
ム水和物注射用

２００ｍｇ１瓶 コーアイセイ 経過措置期限終了

2478001F2403
クロルマジノン酢酸エステル錠２５
ｍｇ「ＮＳＫＫ」

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

2479003F2159
アリルエストレノール錠２５ｍｇ「サ
ワイ」

アリルエストレノール錠 ２５ｍｇ１錠 沢井製薬 経過措置期限終了

2492415G5029
ノボラピッド７０ミックス注フレックス
ペン

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 ノボ　ノルディスク　ファーマ 経過措置期限終了

2499405G1039 スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ ブセレリン酢酸塩キット １．８ｍｇ１筒 サノフィ 経過措置期限終了

2531400A1059
エルゴメトリンマレイン酸塩注０．２
ｍｇ「Ｆ」

エルゴメトリンマレイン酸塩注射液
０．０２％１ｍＬ１
管

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590002F1487
フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ
「ＹＤ」

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

2590002F1533
フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ
「トーワ」

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

2590004F1338 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 リトドリン塩酸塩５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590005F1286
オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「テ
バ」

オキシブチニン塩酸塩２ｍｇ錠 ２ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590005F2240
オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「テ
バ」

オキシブチニン塩酸塩３ｍｇ錠 ３ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590005F3149
オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「テ
バ」

オキシブチニン塩酸塩１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590007F1072 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＫＫ」 プロピベリン塩酸塩錠 １０ｍｇ１錠 三和化学研究所 経過措置期限終了

2590007F1099 塩酸プロピベリン錠１０「タツミ」 プロピベリン塩酸塩１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590007F2079 塩酸プロピベリン錠２０「タツミ」 プロピベリン塩酸塩２０ｍｇ錠 ２０ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590007F2192 塩酸プロピベリン錠２０ｍｇ「ＳＫＫ」 プロピベリン塩酸塩錠 ２０ｍｇ１錠 三和化学研究所 経過措置期限終了

2590008F2111
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「アメル」

タムスロシン塩酸塩０．２ｍｇ口腔
内崩壊錠

０．２ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590008N1152
タムスロシン塩酸塩カプセル０．１
ｍｇ「ＴＣＫ」

タムスロシン塩酸塩カプセル
０．１ｍｇ１カプセ
ル

辰巳化学 経過措置期限終了

2590008N1217
タムスロシン塩酸塩カプセル０．１
ｍｇ「オーハラ」

タムスロシン塩酸塩カプセル
０．１ｍｇ１カプセ
ル

大原薬品 経過措置期限終了

2590008N2167
タムスロシン塩酸塩カプセル０．２
ｍｇ「ＴＣＫ」

タムスロシン塩酸塩カプセル
０．２ｍｇ１カプセ
ル

辰巳化学 経過措置期限終了

2590008N2213
タムスロシン塩酸塩カプセル０．２
ｍｇ「オーハラ」

タムスロシン塩酸塩カプセル
０．２ｍｇ１カプセ
ル

大原薬品 経過措置期限終了

2590009F4194
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ニッ
トー」

ナフトピジル５０ｍｇ口腔内崩壊錠 ５０ｍｇ１錠 日東メディック （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590009F5190
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ニッ
トー」

ナフトピジル７５ｍｇ口腔内崩壊錠 ７５ｍｇ１錠 日東メディック （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590009F6197
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ニッ
トー」

ナフトピジル２５ｍｇ口腔内崩壊錠 ２５ｍｇ１錠 日東メディック （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2590100X2011
オオウメガサソウエキス・ハコヤナ
ギエキス配合錠

１錠 ※1
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2590100X2054 エピカルスＳ配合錠
オオウメガサソウエキス・ハコヤナ
ギエキス配合錠

１錠 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2612701Q3270 ポピヨード液１０％ ポビドンヨード液 １０％１０ｍＬ ヤクハン製薬 経過措置期限終了

261270AX2022 イオダイン１０％綿棒１２ ポビドンヨード液含浸綿棒
１０％１．４ｍＬ１
本

健栄製薬 （薬価未収載品）販売中止

261270AX3029 イオダイン１０％綿棒１６ ポビドンヨード液含浸綿棒
１０％４．３ｍＬ１
本

健栄製薬 （薬価未収載品）販売中止

261270AX7024 イオダイン１０％綿棒２７ ポビドンヨード液含浸綿棒 １０％１８ｍＬ１本 健栄製薬 （薬価未収載品）販売中止

261270AY5027 イオダイン１０％綿球１４ ポビドンヨード液含浸綿球
１０％１．８ｍＬ１
個

健栄製薬 （薬価未収載品）販売中止

261270AY6023 イオダイン１０％綿球２０ ポビドンヨード液含浸綿球
１０％４．４ｍＬ１
個

健栄製薬 （薬価未収載品）販売中止

261270AY7020 イオダイン１０％綿球３０ ポビドンヨード液含浸綿球 １０％１２ｍＬ１個 健栄製薬 （薬価未収載品）販売中止

261270AY9022 イオダイン１０％綿球４０ ポビドンヨード液含浸綿球 １０％３０ｍＬ１個 健栄製薬 （薬価未収載品）販売中止

2615700X1104 イソプロパノール「三恵」 イソプロパノール １０ｍＬ 三恵薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

261670GQ1222 パームアレン ベンザルコニウム塩化物液 ０．２％１０ｍＬ 関東化学 （薬価未収載品）販売中止

2619700Q1192 アクリノール液０．１％「シオエ」 アクリノール水和物液 ０．１％１０ｍＬ シオエ製薬 経過措置期限終了

2619702Q1264 ヘヴィック消毒液０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩液 ０．５％１０ｍＬ 中北薬品 経過措置期限終了

2643700X1079 アンモニア水「コザカイ・Ｍ」 アンモニア水 １０ｍＬ 小堺製薬 経過措置期限終了

2643700X1192 アンモニア水（山善） アンモニア水 １０ｍＬ 山善製薬 経過措置期限終了

2646701N2143 ノルコットクリーム０．１２％
ベタメタゾン吉草酸エステル０．１
２％クリーム

０．１２％１ｇ 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646703M1124 ヒズボット軟膏０．０６４％
ベタメタゾンジプロピオン酸エステ
ル０．０６４％軟膏

０．０６４％１ｇ 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646705M1123 トリシノロンゲル０．１％ トリアムシノロンアセトニド軟膏 ０．１％１ｇ 東興薬品 経過措置期限終了

2646705N1099 トリシノロンクリーム０．１％ トリアムシノロンアセトニドクリーム ０．１％１ｇ 東興薬品 経過措置期限終了

2646712N1056
プレドニゾロンクリーム０．５％「タ
ツミ」

プレドニゾロンクリーム ０．５％１ｇ 辰巳化学 経過措置期限終了

2646720M1063 ユーメトン軟膏０．３％
プレドニゾロン吉草酸エステル酢
酸エステル０．３％軟膏

０．３％１ｇ 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646720N1077 ユーメトンクリーム０．３％
プレドニゾロン吉草酸エステル酢
酸エステル０．３％クリーム

０．３％１ｇ 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2646725M1210
ジフルプレドナート軟膏０．０５％
「ＫＮ」

ジフルプレドナート軟膏 ０．０５％１ｇ 小林化工 経過措置期限終了

2646727M1049 タルメア軟膏０．１％
アルクロメタゾンプロピオン酸エス
テル軟膏

０．１％１ｇ 富士製薬 経過措置期限終了

2647709M1013
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン
タマイシン硫酸塩軟膏

１ｇ ※1

2647709N1019
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン
タマイシン硫酸塩クリーム

１ｇ ※1

2649709X1189 チンク油「ホエイ」 チンク油 １０ｇ マイラン製薬 経過措置期限終了

2649709X1316 チンク油「ＪＧ」 チンク油 １０ｇ 日本ジェネリック 経過措置期限終了

2649710M2084 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヤマゼン」 亜鉛華単軟膏 １０ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

2649729S4072 ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「三和」
ケトプロフェン（６０ｍｇ）２０ｃｍ×１
４ｃｍ貼付剤

２０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

救急薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649731S1151 ファルジーテープ７０ｍｇ フェルビナク貼付剤
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ニプロファーマ 経過措置期限終了

2649731S2050 ファルジーテープ３５ｍｇ
フェルビナク（３５ｍｇ）７ｃｍ×１０ｃ
ｍ貼付剤

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

ニプロファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649732S2063
フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ
「ユートク」

フルルビプロフェン貼付剤
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

祐徳薬品 経過措置期限終了

2649732S3078
フルルビプロフェンテープ２０ｍｇ
「ユートク」

フルルビプロフェン（２０ｍｇ）７ｃｍ
×１０ｃｍ貼付剤

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

祐徳薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2649735S1141
ロキソプロフェンナトリウムパップ１
００ｍｇ「ファイザー」

ロキソプロフェンナトリウム水和物
貼付剤

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

大石膏盛堂 経過措置期限終了

2649735S2180
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「日本臓器」

ロキソプロフェンナトリウム水和物
貼付剤

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

日本臓器製薬 経過措置期限終了

2649735S2253
ロキソプロフェンナトリウムテープ５
０ｍｇ「ファイザー」

ロキソプロフェンナトリウム水和物
貼付剤

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

大石膏盛堂 経過措置期限終了

2649735S3187
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ
「日本臓器」

ロキソプロフェンナトリウム水和物
貼付剤

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

日本臓器製薬 経過措置期限終了

2649735S3250
ロキソプロフェンナトリウムテープ１
００ｍｇ「ファイザー」

ロキソプロフェンナトリウム水和物
貼付剤

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

大石膏盛堂 経過措置期限終了
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2649831S1028 ハーネシップ パップ剤（４－１２） １０ｇ シオエ製薬 経過措置期限終了

2649851R1023 エアーサロンパス
サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミ
ン配合剤噴霧剤

１０ｍＬ 久光製薬 経過措置期限終了

2649893S1029 ＧＳプラスターＣ「ユートク」 パップ剤（５－１１）
７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

祐徳薬品 経過措置期限終了

2655700M1014 クロトリマゾール１％軟膏 １％１ｇ ※1

2655700Q2012 クロトリマゾール１％液 １％１ｍＬ ※1

2655708N1253 ビフォノールクリーム１％ ビホナゾール１％クリーム １％１ｇ 東光薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2655709Q1084
ケトコナゾールローション２％「イワ
キ」

ケトコナゾール２％ローション ２％１ｇ 岩城製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

2710806U1013
リドカイン塩酸塩・アドレナリン１．８
ｍＬ注射液

１．８ｍＬ１管 ※1

2710817V1033 コーパロン歯科用表面麻酔液６％ テトラカイン塩酸塩貼付剤 １枚 昭和薬品化工 経過措置期限終了

2730813Q1050
フェノール・カンフル歯科用消毒液
「昭和」

歯科用フェノール・カンフル １ｍＬ 昭和薬品化工 ※4

3112001M1275
アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「ＥＥ」

アルファカルシドール０．２５μｇカ
プセル

０．２５μｇ１カプ
セル

サンノーバ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3112001M2344
アルファカルシドールカプセル０．５
μｇ「ＥＥ」

アルファカルシドール０．５μｇカプ
セル

０．５μｇ１カプセ
ル

サンノーバ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3112001M3332
アルファカルシドールカプセル１μ
ｇ「ＥＥ」

アルファカルシドール１μｇカプセ
ル

１μｇ１カプセル サンノーバ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3112001M4231
アルファカルシドールカプセル３μ
ｇ「ＥＥ」

アルファカルシドール３μｇカプセ
ル

３μｇ１カプセル サンノーバ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3122402A2147 ビーカップ注１０ｍｇ チアミンジスルフィド注射液 １０ｍｇ１管 コーアイセイ 経過措置期限終了

3131001F3258 ＦＡＤ腸溶錠１５ｍｇ「わかもと」
フラビンアデニンジヌクレオチド腸
溶錠

１５ｍｇ１錠 わかもと製薬 経過措置期限終了

3132400A1032 ナイクリン注射液２０ｍｇ ニコチン酸注射液 ２０ｍｇ１管 トーアエイヨー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3132400A2020 ナイクリン注射液５０ｍｇ ニコチン酸注射液 ５０ｍｇ１管 トーアエイヨー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3136004F1085 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 メコバラミン錠 ０．２５ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

3140001B1066 ビタミンＣ散「フソー」－５０ｍｇ アスコルビン酸散 ５％１ｇ 扶桑薬品 経過措置期限終了

3140001X1071 アスコルビン酸（山善） アスコルビン酸 １ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

3160002M2117
メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日
本臓器」

メナテトレノンカプセル １５ｍｇ１カプセル 東海カプセル 経過措置期限終了

3160400A1150 ビタミンＫ１注１０ｍｇ フィトナジオン注射液 １０ｍｇ１管 コーアイセイ 経過措置期限終了

3211001X1156 乳酸カルシウム（山善） 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 山善製薬 経過措置期限終了

3211001X1261 乳酸カルシウム「ＮｉｋＰ」 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 日医工 経過措置期限終了

3211002F1040 乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 乳酸カルシウム水和物錠 ５００ｍｇ１錠 ファイザー 経過措置期限終了

3219001X1120
リン酸水素カルシウム水和物「ヨシ
ダ」

リン酸水素カルシウム水和物 １０ｇ 吉田製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3229002G1015 塩化カリウム６００ｍｇ徐放錠 ６００ｍｇ１錠 ※1

3229501A1035 ミネラリン注
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配
合剤注射液

２ｍＬ１管 日本製薬 経過措置期限終了

3229501G1011
塩化マンガン・硫酸亜鉛配合２ｍＬ
キット

２ｍＬ１筒 ※1

3231401H6019 ブドウ糖注射液 ４０％２０ｍＬ１管 ※1

3233400A4018 マルトース１０％５００ｍＬ注射液
１０％５００ｍＬ１
袋

※1

3233400A5014 マルトース１０％２００ｍＬ注射液
１０％２００ｍＬ１
瓶

経過措置期限終了

3233400A5030 マドロス輸液１０％ マルトース１０％２００ｍＬ注射液
１０％２００ｍＬ１
瓶

扶桑薬品 ※2

3233400A7017 マルトース１０％２００ｍＬ注射液
１０％２００ｍＬ１
袋

※1

3239501A1023 マンニットールＳ注射液
Ｄ－ソルビトール・Ｄ－マンニトー
ル注射液

３００ｍＬ１瓶 陽進堂 経過措置期限終了

3253003D1132 リバレバン配合顆粒
イソロイシン・ロイシン・バリン４．７
４ｇ顆粒

４．７４ｇ１包 メディサ新薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3253003D1140 レオバクトン配合顆粒分包
イソロイシン・ロイシン・バリン４．７
４ｇ顆粒

４．７４ｇ１包 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3319551A2012
ブドウ糖加酢酸リンゲル５００ｍＬ
液

５００ｍＬ１瓶 ※1
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3319551A4015
ブドウ糖加酢酸リンゲル５００ｍＬ
液

５００ｍＬ１袋 ※1

3319551A5011
ブドウ糖加酢酸リンゲル２５０ｍＬ
液

２５０ｍＬ１袋 ※1

3319551A8010
ブドウ糖加酢酸リンゲル２００ｍＬ
液

２００ｍＬ１袋 ※1

3321002F2420
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３
０ｍｇ「ＴＣＫ」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ
ム水和物錠

３０ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

3332001C1036 ワルファリンＫ細粒０．２％「ＹＤ」 ワルファリンカリウム細粒 ０．２％１ｇ 陽進堂 経過措置期限終了

3399001C1078
チクロピジン塩酸塩細粒１０％「サ
ワイ」

チクロピジン塩酸塩１０％細粒 １０％１ｇ 沢井製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399001F1414
チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

チクロピジン塩酸塩１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 ニプロ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399002F1141 ホルダゾール錠５０ シロスタゾール５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399002F1303 シロスタゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 シロスタゾール錠 ５０ｍｇ１錠 高田製薬 経過措置期限終了

3399002F2172 ホルダゾール錠１００ シロスタゾール１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399002F2318 シロスタゾール錠１００ｍｇ「タカタ」 シロスタゾール錠 １００ｍｇ１錠 高田製薬 経過措置期限終了

3399008F1033 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＡＡ」 クロピドグレル硫酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 あすか製薬 経過措置期限終了

3399008F1041 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＤＫ」 クロピドグレル硫酸塩２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399008F1092 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＯ」 クロピドグレル硫酸塩２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399008F1157 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＺＥ」 クロピドグレル硫酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 全星薬品 経過措置期限終了

3399008F1289 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニットー」 クロピドグレル硫酸塩錠 ２５ｍｇ１錠 日東メディック 経過措置期限終了

3399008F2030 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＡＡ」 クロピドグレル硫酸塩錠 ７５ｍｇ１錠 あすか製薬 経過措置期限終了

3399008F2048 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＤＫ」 クロピドグレル硫酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399008F2099 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＯ」 クロピドグレル硫酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 寿製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399008F2153 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＺＥ」 クロピドグレル硫酸塩錠 ７５ｍｇ１錠 全星薬品 経過措置期限終了

3399008F2285 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ニットー」 クロピドグレル硫酸塩７５ｍｇ錠 ７５ｍｇ１錠 日東メディック （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3399402D2034
ロイコプロール点滴静注用８００万
単位

ミリモスチム注射用 ８００万単位１瓶 ＪＣＲファーマ 経過措置期限終了

3919502A4030 ネオファーゲン静注１００ｍＬ
グリチルリチン・グリシン・システイ
ン配合剤注射液

１００ｍＬ１袋 大塚製薬工場 経過措置期限終了

3929400A3203 重ソー注７％「トーワ」 炭酸水素ナトリウム注射液 ７％２０ｍＬ１管 東和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3954400D6058 ウロナーゼ静注用２４万単位 ウロキナーゼ注射用
２４０，０００単位
１瓶

持田製薬 経過措置期限終了

3961003F1087 ダオニール錠１．２５ｍｇ グリベンクラミド錠 １．２５ｍｇ１錠 サノフィ 経過措置期限終了

3961003F1176 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「ＪＧ」 グリベンクラミド１．２５ｍｇ錠 １．２５ｍｇ１錠 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3961003F2156 ダオニール錠２．５ｍｇ グリベンクラミド錠 ２．５ｍｇ１錠 サノフィ 経過措置期限終了

3961003F2237 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 グリベンクラミド２．５ｍｇ錠 ２．５ｍｇ１錠 長生堂製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3961008F1047 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 グリメピリド錠 １ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

3961008F2043 グリメピリド錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 グリメピリド錠 ３ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

3961008F4020 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＡＦＰ」 グリメピリド口腔内崩壊錠 １ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

3961008F4070 アマリールＯＤ錠１ｍｇ グリメピリド口腔内崩壊錠 １ｍｇ１錠 サノフィ 経過措置期限終了

3961008F5026 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＡＦＰ」 グリメピリド口腔内崩壊錠 ３ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

3961008F5077 アマリールＯＤ錠３ｍｇ グリメピリド口腔内崩壊錠 ３ｍｇ１錠 サノフィ 経過措置期限終了

3961008F6022 アマリールＯＤ錠０．５ｍｇ グリメピリド口腔内崩壊錠 ０．５ｍｇ１錠 サノフィ 経過措置期限終了

3961008F6057 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＡＦＰ」 グリメピリド口腔内崩壊錠 ０．５ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

3969007F1156 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タイヨー」 ピオグリタゾン塩酸塩１５ｍｇ錠 １５ｍｇ１錠 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3969007F2152 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タイヨー」 ピオグリタゾン塩酸塩錠 ３０ｍｇ１錠 武田テバファーマ 経過措置期限終了
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3969021F1024 アプルウェイ錠２０ｍｇ トホグリフロジン水和物錠 ２０ｍｇ１錠 興和 経過措置期限終了

3999002F1055 ミゾリビン錠２５ｍｇ「ファイザー」 ミゾリビン錠 ２５ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

3999002F2051 ミゾリビン錠５０ｍｇ「ファイザー」 ミゾリビン錠 ５０ｍｇ１錠 マイラン製薬 経過措置期限終了

3999003F1327
カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ
「オーハラ」

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

3999008F1273 オステン錠２００ｍｇ イプリフラボン錠 ２００ｍｇ１錠 武田テバ薬品 経過措置期限終了

3999008F1419 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 イプリフラボン２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 陽進堂 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999013F1070 エパルレスタット錠５０ｍｇ「Ｆ」 エパルレスタット錠 ５０ｍｇ１錠 富士製薬 経過措置期限終了

3999013F1118 エパルレスタット錠５０「タツミ」 エパルレスタット錠 ５０ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

3999018F1021 フォサマック錠５ アレンドロン酸ナトリウム水和物錠 ５ｍｇ１錠 オルガノン 経過措置期限終了

3999018F2010 アレンドロン酸ナトリウム３５ｍｇ錠 ３５ｍｇ１錠 ※1

3999019F1140
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ユート
ク」

リセドロン酸ナトリウム水和物錠 ２．５ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

3999019F1190
リセドロン酸ナトリウム錠２．５ｍｇ
「アメル」

リセドロン酸ナトリウム水和物錠 ２．５ｍｇ１錠 共和薬品 経過措置期限終了

3999019F1212 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 リセドロン酸ナトリウム水和物錠 ２．５ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

3999019F2103 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＹＤ」 リセドロン酸ナトリウム水和物錠 １７．５ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

3999019F2219
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ユー
トク」

リセドロン酸ナトリウム水和物錠 １７．５ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

3999019F2235
リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍｇ
「アメル」

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

3999401A1234 エルカトニン注４０単位「Ｆ」
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

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999401A2303 エルカトニン筋注１０単位「Ｆ」
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

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999401A2320 エルカトニン筋注１０単位「イセイ」
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

コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999401A3199 エルカトニン筋注２０単位「Ｆ」
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

富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999401A3210 エルカトニン筋注２０単位「イセイ」
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

コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999407D1254
ナファモスタットメシル酸塩注射用
１０ｍｇ「フソー」

ナファモスタットメシル酸塩１０ｍｇ
注射用

１０ｍｇ１瓶 東菱薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999407D2269
ナファモスタットメシル酸塩注射用
５０ｍｇ「フソー」

ナファモスタットメシル酸塩５０ｍｇ
注射用

５０ｍｇ１瓶 東菱薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999407D3133
ナファモスタットメシル酸塩注射用
１００ｍｇ「フソー」

ナファモスタットメシル酸塩１００ｍ
ｇ注射用

１００ｍｇ１瓶 東菱薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999408A1171 アルツ関節注２５ｍｇ
精製ヒアルロン酸ナトリウム注射
液

１％２．５ｍＬ１管 生化学 経過措置期限終了

3999408A1325
ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ「明
治」

精製ヒアルロン酸ナトリウム１％
２．５ｍＬ注射液

１％２．５ｍＬ１管 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

3999411G5040
オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ
バッグ「ＤＫ」

オザグレルナトリウムキット
８０ｍｇ２００ｍＬ１
袋

大興製薬 経過措置期限終了

3999413G5049 エポジン皮下注シリンジ９０００
エポエチン　ベータ（遺伝子組換
え）キット

９，０００国際単
位０．５ｍＬ１筒

中外製薬 経過措置期限終了

3999422D1038
シベレスタットＮａ点滴静注用１００
ｍｇ「サンド」

シベレスタットナトリウム水和物注
射用

１００ｍｇ１瓶 富士薬品 経過措置期限終了

3999423A3101
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００
ｍＬバッグ「テバ」

ゾレドロン酸水和物注射液
４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

日医工ファーマ 経過措置期限終了

3999439G1021
コセンティクス皮下注１５０ｍｇシリ
ンジ

セクキヌマブ（遺伝子組換え）キット
１５０ｍｇ１ｍＬ１
筒

ノバルティス　ファーマ 経過措置期限終了

4223002D2083 フトラフール腸溶顆粒５０％ テガフール腸溶顆粒 ５０％１ｇ 大鵬薬品 経過措置期限終了

4223004M1027 フルツロンカプセル１００ ドキシフルリジンカプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

太陽ファルマ 経過措置期限終了

4223400A1106 フトラフール注４００ｍｇ テガフール注射液 ４％１０ｍＬ１管 大鵬薬品 経過措置期限終了

4223400D1021 注射用フトラフール４００ テガフール注射用 ４００ｍｇ１瓶 大鵬薬品 経過措置期限終了

4223700J2190 フトラフール坐剤７５０ｍｇ テガフール坐剤 ７５０ｍｇ１個 大鵬薬品 経過措置期限終了

4224403D1057
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「タイホウ」

ゲムシタビン塩酸塩注射用 ２００ｍｇ１瓶 サンファーマ 経過措置期限終了

4224403D1103
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「サワイ」

ゲムシタビン塩酸塩注射用 ２００ｍｇ１瓶 沢井製薬 経過措置期限終了

4224403D2053
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「タイ
ホウ」

ゲムシタビン塩酸塩注射用 １ｇ１瓶 サンファーマ 経過措置期限終了
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4224403D2100
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サワ
イ」

ゲムシタビン塩酸塩注射用 １ｇ１瓶 沢井製薬 経過措置期限終了

4235404A1032
ファルモルビシンＲＴＵ注射液１０
ｍｇ

エピルビシン塩酸塩注射液 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ファイザー 経過措置期限終了

4235404A2039
ファルモルビシンＲＴＵ注射液５０
ｍｇ

エピルビシン塩酸塩注射液
５０ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

ファイザー 経過措置期限終了

4235404D1047 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ エピルビシン塩酸塩注射用 １０ｍｇ１瓶 ファイザー 経過措置期限終了

4235404D2043 ファルモルビシン注射用５０ｍｇ エピルビシン塩酸塩注射用 ５０ｍｇ１瓶 ファイザー 経過措置期限終了

4291009F1128 ビカルタミド錠８０ｍｇ「アメル」 ビカルタミド８０ｍｇ錠 ８０ｍｇ１錠 共和薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4291010F1210 アナストロゾール錠１ｍｇ「アメル」 アナストロゾール錠 １ｍｇ１錠 共和薬品 経過措置期限終了

4291015F1069 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＦＦＰ」 レトロゾール錠 ２．５ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 経過措置期限終了

4291410A1150
オキサリプラチン点滴静注液５０ｍ
ｇ／１０ｍＬ「ＫＣＣ」

オキサリプラチン注射液
５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

共和クリティケア 経過措置期限終了

4291410A2157
オキサリプラチン点滴静注液１００
ｍｇ／２０ｍＬ「ＫＣＣ」

オキサリプラチン１００ｍｇ２０ｍＬ
注射液

１００ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

共和クリティケア （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4291410A3030
オキサリプラチン点滴静注液２００
ｍｇ／４０ｍＬ「ＫＣＣ」

オキサリプラチン２００ｍｇ４０ｍＬ
注射液

２００ｍｇ４０ｍＬ１
瓶

共和クリティケア （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4291423A1026 アーゼラ点滴静注液１００ｍｇ
オファツムマブ（遺伝子組換え）注
射液

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ノバルティス　ファーマ 経過措置期限終了

4291423A2022 アーゼラ点滴静注液１０００ｍｇ
オファツムマブ（遺伝子組換え）注
射液

１，０００ｍｇ５０
ｍＬ１瓶

ノバルティス　ファーマ 経過措置期限終了

4300423A1027 クリプトン（８１ｍＫｒ）ジェネレータ クリプトン（８１ｍＫｒ）注射液 １患者当り 日本メジフィジックス ※3

4413004F1294 メキタジン錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 メキタジン錠 ３ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

4419008F1490 クレマスチン錠１ｍｇ「イセイ」 クレマスチンフマル酸塩１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4419401A2067 フェニラミン注５
クロルフェニラミンマレイン酸塩注
射液

０．５％１ｍＬ１管 コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4490001C1013
クロモグリク酸ナトリウム１０％細
粒

１０％１ｇ 経過措置期限終了

4490001C1080
クロモグリク酸Ｎａ細粒小児用１
０％「ＴＣＫ」

クロモグリク酸ナトリウム１０％細
粒

１０％１ｇ 辰巳化学 ※2

4490002C1018 トラニラスト１０％細粒 １０％１ｇ 経過措置期限終了

4490002C1166 トラニラスト細粒１０％「トーワ」 トラニラスト１０％細粒 １０％１ｇ 東和薬品 ※2

4490011F1013 ペミロラストカリウム１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 経過措置期限終了

4490011F1099 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ペミロラストカリウム１０ｍｇ錠 １０ｍｇ１錠 辰巳化学 ※2

4490011F2095 ペミロラストＫ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ペミロラストカリウム５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 辰巳化学 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

4490023F1245
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「モチダ」

フェキソフェナジン塩酸塩錠 ６０ｍｇ１錠 ニプロファーマ 経過措置期限終了

4490023F2241
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「モチダ」

フェキソフェナジン塩酸塩錠 ３０ｍｇ１錠 ニプロファーマ 経過措置期限終了

4490023F3027 アレグラＯＤ錠６０ｍｇ
フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩
壊錠

６０ｍｇ１錠 サノフィ 経過措置期限終了

4490023F3060
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０
ｍｇ「ファイザー」

フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩
壊錠

６０ｍｇ１錠 ファイザー 経過措置期限終了

4490023F4040
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０
ｍｇ「ファイザー」

フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩
壊錠

３０ｍｇ１錠 ファイザー 経過措置期限終了

4490025F3042
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「イワキ」

オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 ２．５ｍｇ１錠 岩城製薬 経過措置期限終了

4490025F4049
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「イ
ワキ」

オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 ５ｍｇ１錠 岩城製薬 経過措置期限終了

4490028F3020 ザイザルＯＤ錠２．５ｍｇ
レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊
錠

２．５ｍｇ１錠 ＧＳＫ 経過措置期限終了

4490028F4026 ザイザルＯＤ錠５ｍｇ
レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊
錠

５ｍｇ１錠 ＧＳＫ 経過措置期限終了

510000YX1026
マツウラのキンモンダイオウ（調剤
用）

キンモンダイオウ １０ｇ 松浦薬業 （薬価未収載品）販売中止

510003FX1044 マツウラのタンジン（調剤用） タンジン １０ｇ 松浦薬業 （薬価未収載品）販売中止

5100060A1096 ゲンチアナ末「三恵」 ゲンチアナ末 １０ｇ 三恵薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100078X1110 マツウラのサフラン（医療用） サフラン １ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

5100099X1023 マツウラの修治附子（調剤用） ブシ １０ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5100133A1038 マツウラの天麻末（調剤用） テンマ末 １ｇ 松浦薬業 （統一名収載品）JAHISマスタ削除
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5100133X1065 マツウラの天麻（調剤用） テンマ １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200013D1182 マツウラ葛根湯エキス顆粒 葛根湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200017D1113 マツウラ加味逍遙散エキス顆粒 加味逍遙散エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200038D1131 マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 桂枝茯苓丸エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200048D1119 マツウラ五苓散料エキス顆粒 五苓散エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200051D1110 マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 柴胡桂枝湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200056D1040 マツウラ酸棗仁湯エキス顆粒 酸棗仁湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200067D1073 マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒 芍薬甘草湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200073D1168 マツウラ小柴胡湯エキス顆粒 小柴胡湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200101D1048 マツウラ釣藤散エキス顆粒 釣藤散エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200119D1056 マツウラ麦門冬湯エキス顆粒 麦門冬湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200123D1133 マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 半夏瀉心湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200129D1114 マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒 防已黄耆湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200141D1077 マツウラ六君子湯エキス顆粒 六君子湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5200145D1083 マツウラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 苓桂朮甘湯エキス顆粒 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

5900004A1037 マツウラの修治附子末（調剤用） ブシ末 １ｇ 松浦薬業 経過措置期限終了

6112400A1017
リンコマイシン塩酸塩３００ｍｇ１ｍ
Ｌ注射液

３００ｍｇ１ｍＬ１
管

※1

6112400A3010
リンコマイシン塩酸塩６００ｍｇ２ｍ
Ｌ注射液

６００ｍｇ２ｍＬ１
管

※1

6113001B1089
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ（シオ
ノギ）

バンコマイシン塩酸塩散 ５００ｍｇ１瓶 大蔵製薬 経過措置期限終了

6113400A1120
塩酸バンコマイシン点滴静注用０．
５ｇ（シオノギ）

バンコマイシン塩酸塩静注用 ０．５ｇ１瓶 大蔵製薬 経過措置期限終了

6119400A1093
アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ
「ＨＫ」

アルベカシン硫酸塩７５ｍｇ１．５ｍ
Ｌ注射液

７５ｍｇ１．５ｍＬ１
管

大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6119400A2090
アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍ
ｇ「ＨＫ」

アルベカシン硫酸塩１００ｍｇ２ｍＬ
注射液

１００ｍｇ２ｍＬ１
管

大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6119400A3045
アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ
「ＨＫ」

アルベカシン硫酸塩２５ｍｇ０．５ｍ
Ｌ注射液

２５ｍｇ０．５ｍＬ１
管

大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6119400A4033
アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍ
ｇ「ＨＫ」

アルベカシン硫酸塩２００ｍｇ４ｍＬ
注射液

２００ｍｇ４ｍＬ１
管

大興製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6119401D1078
テイコプラニン点滴静注用２００ｍ
ｇ「ＨＫ」

テイコプラニン注射用 ２００ｍｇ１瓶 大興製薬 経過措置期限終了

6119401D1086
テイコプラニン点滴静注用２００ｍ
ｇ「ケミファ」

テイコプラニン注射用 ２００ｍｇ１瓶 シオノケミカル 経過措置期限終了

6123402A1010 アミカシン硫酸塩１００ｍｇ注射液 １００ｍｇ１管 ※1

6123402A3012 アミカシン硫酸塩２００ｍｇ注射液 ２００ｍｇ１管 ※1

6123404A1019
イセパマイシン硫酸塩２００ｍｇ２ｍ
Ｌ注射液

２００ｍｇ２ｍＬ１
管

※1

6123404A2015
イセパマイシン硫酸塩４００ｍｇ２ｍ
Ｌ注射液

４００ｍｇ２ｍＬ１
管

※1

6131403D1268 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「ＣＨＭ」 ピペラシリンナトリウム注射用 １ｇ１瓶 ケミックス 経過措置期限終了

6131403D2264 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「ＣＨＭ」 ピペラシリンナトリウム注射用 ２ｇ１瓶 ケミックス 経過措置期限終了

6131403P1019 ピペラシリンナトリウム１ｇキット
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

※1

6131403P2015 ピペラシリンナトリウム２ｇキット
２ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

※1

6132005C2017 セファクロル細粒 ２００ｍｇ１ｇ ※1

6132005M1202 トキクロルカプセル２５０ｍｇ セファクロル２５０ｍｇカプセル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

コーアイセイ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6132009C1019
セフテラム　ピボキシル１００ｍｇ細
粒

１００ｍｇ１ｇ 経過措置期限終了

6132009C1108
セフテラムピボキシル細粒小児用
１０％「日医工」

セフテラム　ピボキシル１００ｍｇ細
粒

１００ｍｇ１ｇ 日医工 ※2
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6132013C1155
セフジニル細粒１０％小児用「ファ
イザー」

セフジニル細粒 １００ｍｇ１ｇ マイラン製薬 経過措置期限終了

6132013F1011 セフジニル５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 ※1

6132013F2018 セフジニル１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 ※1

6132013M1134
セフジニルカプセル５０ｍｇ「ファイ
ザー」

セフジニル５０ｍｇカプセル ５０ｍｇ１カプセル マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6132013M2157
セフジニルカプセル１００ｍｇ「ファ
イザー」

セフジニル１００ｍｇカプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

マイラン製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6132015C1057
セフジトレンピボキシル小児用細
粒１０％「ＥＭＥＣ」

セフジトレン　ピボキシル１００ｍｇ
細粒

１００ｍｇ１ｇ メディサ新薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6132015F1010
セフジトレン　ピボキシル１００ｍｇ
錠

１００ｍｇ１錠 ※1

6132016C1086
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒
小児用１００ｍｇ「ＴＣＫ」

セフカペン　ピボキシル塩酸塩水
和物細粒

１００ｍｇ１ｇ 辰巳化学 経過措置期限終了

6132016F1058
セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５
ｍｇ「ＴＣＫ」

セフカペン　ピボキシル塩酸塩水
和物錠

７５ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

6132016F1066
セフカペンピボキシル塩酸塩錠７５
ｍｇ「ＹＤ」

セフカペン　ピボキシル塩酸塩水
和物錠

７５ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

6132016F2054
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１０
０ｍｇ「ＴＣＫ」

セフカペン　ピボキシル塩酸塩水
和物錠

１００ｍｇ１錠 辰巳化学 経過措置期限終了

6132016F2062
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１０
０ｍｇ「ＹＤ」

セフカペン　ピボキシル塩酸塩水
和物錠

１００ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

6132401G3010 セファゾリンナトリウム１ｇキット
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

※1

6132408G3011 セフメタゾールナトリウム１ｇキット
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

※1

6132408G4018 セフメタゾールナトリウム２ｇキット
２ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

※1

6134407A2012
ゲンタマイシン硫酸塩４０ｍｇ注射
液

４０ｍｇ１管 ※1

6135400G3025 ホスミシンＳバッグ１ｇ点滴静注用 ホスホマイシンナトリウムキット
１ｇ１キット（５％
ブドウ糖注射液１
００ｍＬ付）

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 経過措置期限終了

6135400G4021 ホスミシンＳバッグ２ｇ点滴静注用 ホスホマイシンナトリウムキット
２ｇ１キット（５％
ブドウ糖注射液１
００ｍＬ付）

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 経過措置期限終了

6139501D1010
イミペネム・シラスタチンナトリウム
２５０ｍｇ注射用

２５０ｍｇ１瓶 経過措置期限終了

6139501D1060 チエクール点滴用０．２５ｇ
イミペネム・シラスタチンナトリウム
２５０ｍｇ注射用

２５０ｍｇ１瓶 沢井製薬 ※2

6139505F3046 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＫ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリ
ンナトリウム静注用

（２．２５ｇ）１瓶 大興製薬 経過措置期限終了

6139505F3070
タゾピペ配合静注用２．２５「サン
ド」

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリ
ンナトリウム静注用

（２．２５ｇ）１瓶 サンド 経過措置期限終了

6139505F4042 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＫ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリ
ンナトリウム静注用

（４．５ｇ）１瓶 大興製薬 経過措置期限終了

6139505F4077 タゾピペ配合静注用４．５「サンド」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリ
ンナトリウム静注用

（４．５ｇ）１瓶 サンド 経過措置期限終了

6139505G1065
タゾピペ配合点滴静注用４．５バッ
グ「サンド」

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリ
ンナトリウムキット

（４．５ｇ）１キット
（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

サンド 経過措置期限終了

6139505G2053
タゾピペ配合点滴静注用２．２５
バッグ「サンド」

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリ
ンナトリウムキット

（２．２５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１
００ｍＬ付）

サンド 経過措置期限終了

6149003F1155 マインベース錠５０小児用 クラリスロマイシン５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 セオリア　ファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6149003F1228
クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ
「科研」

クラリスロマイシン５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 シオノケミカル （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6149003R1070
クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用
「日医工」

クラリスロマイシンシロップ用 １００ｍｇ１ｇ 日医工 経過措置期限終了

6149004F1109 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 アジスロマイシン水和物錠 ２５０ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

6152401F1154
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１
００ｍｇ「Ｆ」

ミノサイクリン塩酸塩１００ｍｇ静注
用

１００ｍｇ１瓶 富士製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6173001F1011 アムホテリシンＢ１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 ※1

6173001Q1012
アムホテリシンＢ１００ｍｇ１ｍＬシ
ロップ

１００ｍｇ１ｍＬ ※1

6219001H1080
サラゾスルファピリジン腸溶錠５０
０ｍｇ「テバ」

サラゾスルファピリジン５００ｍｇ腸
溶錠

５００ｍｇ１錠 武田テバファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6241002F1018 ピペミド酸２５０ｍｇ錠 ２５０ｍｇ１錠 経過措置期限終了
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6241002F1107 ドルコール錠２５０ｍｇ ピペミド酸水和物錠 ２５０ｍｇ１錠 日医工 経過措置期限終了

6241002F1255 ピペミド酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 ピペミド酸２５０ｍｇ錠 ２５０ｍｇ１錠 陽進堂 ※2

6241005F1011 ノルフロキサシン１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 ※1

6241005F2018 ノルフロキサシン２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 ※1

6241006F1148 オフロキサシン錠１００ｍｇ「テバ」 オフロキサシン１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6241010F1071
トスフロキサシントシル酸塩錠７５
ｍｇ「ＹＤ」

トスフロキサシントシル酸塩水和物
錠

７５ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

6241010F2078
トスフロキサシントシル酸塩錠１５
０ｍｇ「ＹＤ」

トスフロキサシントシル酸塩水和物
錠

１５０ｍｇ１錠 陽進堂 経過措置期限終了

6241013F2276
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ニッ
トー」

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）

日東メディック 経過措置期限終了

6241013F2292
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ファ
イザー」

レボフロキサシン２５０ｍｇ錠
２５０ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンと
して）

ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6241013F2314
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＳＵ
Ｎ」

レボフロキサシン２５０ｍｇ錠
２５０ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンと
して）

サンファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6241013F3272
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ニッ
トー」

レボフロキサシン５００ｍｇ錠
５００ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンと
して）

日東メディック （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6241013F3299
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ファ
イザー」

レボフロキサシン５００ｍｇ錠
５００ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンと
して）

ファイザー （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6241013F3310
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＳＵ
Ｎ」

レボフロキサシン５００ｍｇ錠
５００ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンと
して）

サンファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6241013F6018 レボフロキサシン２５０ｍｇ粒状錠
２５０ｍｇ１包（レ
ボフロキサシンと
して）

※1

6250002F1246 アシクロビル錠２００ｍｇ「テバ」 アシクロビル２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6250002F2242 アシクロビル錠４００ｍｇ「テバ」 アシクロビル４００ｍｇ錠 ４００ｍｇ１錠 武田テバ薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6250019F1047 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 バラシクロビル塩酸塩水和物錠 ５００ｍｇ１錠 大興製薬 経過措置期限終了

6250019F1306
バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイ
ザー」

バラシクロビル塩酸塩錠 ５００ｍｇ１錠 ファイザー 経過措置期限終了

6250022F1030
リバビリン錠２００ｍｇＲＥ「マイラ
ン」

リバビリン錠 ２００ｍｇ１錠 高田製薬 経過措置期限終了

6250043F1024 グラジナ錠５０ｍｇ グラゾプレビル水和物錠 ５０ｍｇ１錠 ＭＳＤ 経過措置期限終了

6250044F1029 エレルサ錠５０ｍｇ エルバスビル錠 ５０ｍｇ１錠 ＭＳＤ 経過措置期限終了

6250401F1210
アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ
「ＰＰ」

アシクロビル２５０ｍｇ注射用 ２５０ｍｇ１瓶 サンファーマ （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6250402F1010 ガンシクロビル５００ｍｇ静注用 ５００ｍｇ１瓶 ※1

6290004F1020 イトラコナゾール錠５０「ＭＥＥＫ」 イトラコナゾール５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6290004F2026 イトラコナゾール錠１００「ＭＥＥＫ」 イトラコナゾール１００ｍｇ錠 １００ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6290004F3014 イトラコナゾール２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 ※1

6290004F3022 イトラコナゾール錠２００「ＭＥＥＫ」 イトラコナゾール２００ｍｇ錠 ２００ｍｇ１錠 小林化工 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6290403A1020 イトリゾール注１％ イトラコナゾール注射液
１％２０ｍＬ１管
（溶解液付）

ヤンセンファーマ 経過措置期限終了

6343401X4100
献血グロブリン注射用２５００ｍｇ
「ＫＭＢ」

乾燥ペプシン処理人免疫グロブリ
ン注射用

２．５ｇ５０ｍＬ１
瓶（溶解液付）

ＫＭバイオロジクス 経過措置期限終了

6343410X5237 献血アルブミン２５「ＫＭＢ」 人血清アルブミン注射液 ２５％５０ｍＬ１瓶 ＫＭバイオロジクス 経過措置期限終了

6343410X6187 献血アルブミン２０「ＫＭＢ」 人血清アルブミン注射液 ２０％５０ｍＬ１瓶 ＫＭバイオロジクス 経過措置期限終了

6343424D2071 アンスロビンＰ５００注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビン３
５００単位１瓶
（溶解液付）

ＫＭバイオロジクス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6343424D3043 アンスロビンＰ１５００注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビン３
１，５００単位１瓶
（溶解液付）

ＫＭバイオロジクス （統一名収載品）JAHISマスタ削除

6343434D9029 ノボセブンＨＩ静注用８ｍｇシリンジ
エプタコグ　アルファ（活性型）（遺
伝子組換え）注射用

８ｍｇ８ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ノボ　ノルディスク　ファーマ 経過措置期限終了

6343445D2022 リクスビス静注用１０００
ノナコグ　ガンマ（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
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6343445D3029 リクスビス静注用２０００
ノナコグ　ガンマ（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

6343445D4025 リクスビス静注用３０００
ノナコグ　ガンマ（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

6399420D1021
ペグイントロン皮下注用５０μｇ／
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

５０μｇ１瓶（溶解
液付）

ＭＳＤ 経過措置期限終了

7131001X1402 精製水（中北） 精製水 １０ｍＬ 中北薬品 経過措置期限終了

7142001X1090 単シロップ（東洋製化） 単シロップ １０ｍＬ 東洋製薬化成 経過措置期限終了

7149001X1040 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 東洋製薬化成 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7149002X1100 白糖「ヨシダ」 白糖 １０ｇ 吉田製薬 経過措置期限終了

7149004X1192 ｌ－メントール「ヨシダ」 ｌ－メントール １ｇ 吉田製薬 経過措置期限終了

7149006X1248 ハッカ油「ヨシダ」 ハッカ油 １ｍＬ 吉田製薬 経過措置期限終了

7149007X1226 クエン酸水和物「ヨシダ」 クエン酸水和物 １０ｇ 吉田製薬 経過措置期限終了

7149009X1152 酒石酸 酒石酸 １０ｇ 山善製薬 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

7190701X1133 塩化ナトリウム「イヌイ」 塩化ナトリウム １０ｇ 日本家庭用塩 経過措置期限終了

7190702X1090 塩酸（山善） 塩酸 １０ｍＬ 山善製薬 経過措置期限終了

7212009X1026 バリトゲン 硫酸バリウム散 ９８．４７％１０ｇ 伏見製薬所 経過措置期限終了

7212035B1021 ウムブラＭＤ 硫酸バリウム散 ９９．３６％１０ｇ 伏見製薬所 経過措置期限終了

7219415A8060 イオパーク３００注１０ｍＬ イオヘキソール注射液
６４．７１％１０ｍ
Ｌ１瓶

富士製薬 経過措置期限終了

7219415A9015
イオヘキソール（３００）２０ｍＬ注射
液

６４．７１％２０ｍ
Ｌ１瓶

※1

7219415G7015
イオヘキソール（３００）１２５ｍＬ
キット

６４．７１％１２５
ｍＬ１筒

※1

7219415G8011
イオヘキソール（３５０）７０ｍＬキッ
ト

７５．４９％７０ｍ
Ｌ１筒

※1

7219415H7010
イオヘキソール（３００）１００ｍＬ注
射液

６４．７１％１００
ｍＬ１袋

経過措置期限終了

7219415H7053
イオヘキソール３００注バッグ１００
ｍＬ「ＨＫ」

イオヘキソール（３００）１００ｍＬ注
射液

６４．７１％１００
ｍＬ１袋

光製薬 ※2

7219418A6044 イオプロミド３００注２０ｍＬ「ＦＲＩ」 イオプロミド注射液
６２．３４％２０ｍ
Ｌ１瓶

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418A7040 イオプロミド３００注５０ｍＬ「ＦＲＩ」 イオプロミド注射液
６２．３４％５０ｍ
Ｌ１瓶

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418A8047 イオプロミド３００注１００ｍＬ「ＦＲＩ」 イオプロミド注射液
６２．３４％１００
ｍＬ１瓶

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418A9043 イオプロミド３７０注２０ｍＬ「ＦＲＩ」 イオプロミド注射液
７６．８９％２０ｍ
Ｌ１瓶

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418G1045
イオプロミド３００注シリンジ１００ｍ
Ｌ「ＦＲＩ」

イオプロミドキット
６２．３４％１００
ｍＬ１筒

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418G2033
イオプロミド３００注シリンジ５０ｍＬ
「ＦＲＩ」

イオプロミドキット
６２．３４％５０ｍ
Ｌ１筒

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418G3030
イオプロミド３００注シリンジ８０ｍＬ
「ＦＲＩ」

イオプロミドキット
６２．３４％８０ｍ
Ｌ１筒

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418G4028
イオプロミド３７０注シリンジ５０ｍＬ
「ＦＲＩ」

イオプロミドキット
７６．８９％５０ｍ
Ｌ１筒

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418G5024
イオプロミド３７０注シリンジ８０ｍＬ
「ＦＲＩ」

イオプロミドキット
７６．８９％８０ｍ
Ｌ１筒

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418G6020
イオプロミド３７０注シリンジ１００ｍ
Ｌ「ＦＲＩ」

イオプロミドキット
７６．８９％１００
ｍＬ１筒

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418H1040 イオプロミド３７０注５０ｍＬ「ＦＲＩ」 イオプロミド注射液
７６．８９％５０ｍ
Ｌ１瓶

バイエル薬品 経過措置期限終了

7219418H2047 イオプロミド３７０注１００ｍＬ「ＦＲＩ」 イオプロミド注射液
７６．８９％１００
ｍＬ１瓶

バイエル薬品 経過措置期限終了

7229400D1096 グルカゴン注射用１単位「Ｆ」 グルカゴン注射用
１Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位
１瓶（溶解液付）

富士製薬 経過措置期限終了

7990100A1149 ニフプラス配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合散 １袋 大原薬品 （統一名収載品）JAHISマスタ削除

8114004N5013
モルヒネ硫酸塩３０ｍｇ徐放カプセ
ル

３０ｍｇ１カプセル ※1

8114004N6010
モルヒネ硫酸塩６０ｍｇ徐放カプセ
ル

６０ｍｇ１カプセル ※1

8114402G1039 プレペノン注１００ｍｇシリンジ モルヒネ塩酸塩水和物キット １％１０ｍＬ１筒 テルモ 経過措置期限終了
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8119002G1032
オキシコドン徐放錠５ｍｇ「第一三
共」

オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 ５ｍｇ１錠 第一三共プロファーマ 経過措置期限終了

8119002G2039
オキシコドン徐放錠１０ｍｇ「第一
三共」

オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 １０ｍｇ１錠 第一三共プロファーマ 経過措置期限終了

8119002G3035
オキシコドン徐放錠２０ｍｇ「第一
三共」

オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 ２０ｍｇ１錠 第一三共プロファーマ 経過措置期限終了

8119002G4031
オキシコドン徐放錠４０ｍｇ「第一
三共」

オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 ４０ｍｇ１錠 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

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 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） 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

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
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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

7131700X1022 滅菌精製水 滅菌精製水（容器入り） １０ｍＬ 共栄製薬
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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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