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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

1147700J1227
ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ
「ＮＩＧ」

ジクロフェナクナトリウム１２．５ｍｇ
坐剤

１２．５ｍｇ１個 日医工岐阜工場 ○ 無

1147700J2282
ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「ＮＩ
Ｇ」

ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇ坐
剤

２５ｍｇ１個 日医工岐阜工場 ○ 無

1147700J3319
ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「ＮＩ
Ｇ」

ジクロフェナクナトリウム５０ｍｇ坐
剤

５０ｍｇ１個 日医工岐阜工場 ○ 無

1179042C1120 クエチアピン細粒５０％「ＮＩＧ」 クエチアピンフマル酸塩細粒 ５０％１ｇ 日医工岐阜工場 ○ 20220524 無

1190031M1028 ジスバルカプセル４０ｍｇ バルベナジントシル酸塩カプセル ４０ｍｇ１カプセル 田辺三菱製薬 ○ 20220524

1319408A1020
バビースモ硝子体内注射液１２０ｍ
ｇ／ｍＬ

ファリシマブ（遺伝子組換え）注射
液

６ｍｇ０．０５ｍＬ１
瓶

中外製薬 ○ 20220524

2119408A1067 ミルリノン静注液１０ｍｇ「ＮＩＧ」 ミルリノン１０ｍｇ１０ｍＬ注射液
１０ｍｇ１０ｍＬ１
管

日医工岐阜工場 ○ 無

2139403D1020 サムタス点滴静注用８ｍｇ
トルバプタンリン酸エステルナトリ
ウム注射用

８ｍｇ１瓶 大塚製薬 ○ 20220524

2139403D2027 サムタス点滴静注用１６ｍｇ
トルバプタンリン酸エステルナトリ
ウム注射用

１６ｍｇ１瓶 大塚製薬 ○ 20220524

2149117F1114 テラムロ配合錠ＡＰ「ＮＩＧ」
テルミサルタン・アムロジピンベシ
ル酸塩配合剤錠

１錠 日医工岐阜工場 ○ 20220524 無

2149117F2110 テラムロ配合錠ＢＰ「ＮＩＧ」
テルミサルタン・アムロジピンベシ
ル酸塩配合剤錠

１錠 日医工岐阜工場 ○ 20220524 無

2190044F1020 ケレンディア錠１０ｍｇ フィネレノン錠 １０ｍｇ１錠 バイエル薬品 ○ 20220524

2190044F2027 ケレンディア錠２０ｍｇ フィネレノン錠 ２０ｍｇ１錠 バイエル薬品 ○ 20220524

2259701G1101
クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「ＮＩ
Ｇ」

クロモグリク酸ナトリウム１％２ｍＬ
吸入液

１％２ｍＬ１管 日医工岐阜工場 ○ 無

2359005S1356
ピコスルファートＮａ内用液０．７
５％「ＮＩＧ」

ピコスルファートナトリウム０．７
５％液

０．７５％１ｍＬ 日医工岐阜工場 ○ 無

2391400A3202 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＮＩＧ」 グラニセトロン塩酸塩注射液 １ｍｇ１ｍＬ１管 日医工岐阜工場 ○ 20220524 無

2391400A4209 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＮＩＧ」 グラニセトロン塩酸塩注射液 ３ｍｇ３ｍＬ１管 日医工岐阜工場 ○ 20220524 無

2391406A1029 アロカリス点滴静注２３５ｍｇ
ホスネツピタント塩化物塩酸塩注
射液

２３５ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

大鵬薬品 ○ 20220524

2399004F1286 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ＮＩＧ」 メトクロプラミド５ｍｇ錠 ５ｍｇ１錠 日医工岐阜工場 ○ 無

2399018F1024 カログラ錠１２０ｍｇ カロテグラストメチル錠 １２０ｍｇ１錠 ＥＡファーマ ○ 20220524

2646713M1250
クロベタゾールプロピオン酸エステ
ル軟膏０．０５％「ＮＩＧ」

クロベタゾールプロピオン酸エステ
ル０．０５％軟膏

０．０５％１ｇ 日医工岐阜工場 ○ 無

2649734Q1123 ジクロフェナクＮａゲル１％「ＮＩＧ」 ジクロフェナクナトリウム１％ゲル １％１ｇ 日医工岐阜工場 ○ 無

2699715M1023 モイゼルト軟膏０．３％ ジファミラスト軟膏 ０．３％１ｇ 大塚製薬 ○ 20220524

2699715M2020 モイゼルト軟膏１％ ジファミラスト軟膏 １％１ｇ 大塚製薬 ○ 20220524

3222013F1181 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＮＩＧ」
クエン酸第一鉄ナトリウム鉄５０ｍ
ｇ錠

鉄５０ｍｇ１錠 日医工岐阜工場 ○ 無

3229401A1169
Ｌ－アスパラギン酸Ｋ点滴静注液１
０ｍＥｑ「ＮＩＧ」

Ｌ－アスパラギン酸カリウム１７．１
２％１０ｍＬ注射液

１７．１２％１０ｍ
Ｌ１管

日医工岐阜工場 ○ 無

3327002Q1089 トラネキサム酸シロップ５％「ＮＩＧ」 トラネキサム酸シロップ ５％１ｍＬ 日医工岐阜工場 ○ 20220524 無

3399414D1022 オンデキサ静注用２００ｍｇ
アンデキサネット　アルファ（遺伝子
組換え）注射用

２００ｍｇ１瓶 アレクシオン　ファーマ ○ 20220524

3929407D1187
レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「ＮＩＧ」

レボホリナートカルシウム２５ｍｇ注
射用

２５ｍｇ１瓶 日医工岐阜工場 ○ 無

3929407D2175
レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「ＮＩＧ」

レボホリナートカルシウム１００ｍｇ
注射用

１００ｍｇ１瓶 日医工岐阜工場 ○ 無

3959426D1022 ゼンフォザイム点滴静注用２０ｍｇ
オリプダーゼ　アルファ（遺伝子組
換え）注射用

２０ｍｇ１瓶 サノフィ ○ 20220524

3999056M1026 タブネオスカプセル１０ｍｇ アバコパンカプセル １０ｍｇ１カプセル キッセイ薬品 ○ 20220524

3999422D1097
シベレスタットＮａ点滴静注用１００
ｍｇ「ＮＩＧ」

シベレスタットナトリウム１００ｍｇ注
射用

１００ｍｇ１瓶 日医工岐阜工場 ○ 無

4224401A7041 シタラビン点滴静注液１ｇ「ＮＩＧ」 シタラビン注射液 １ｇ１瓶 日医工岐阜工場 ○ 20220524 無

【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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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

4224401A8030
シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「ＮＩ
Ｇ」

シタラビン注射液 ４００ｍｇ１瓶 日医工岐阜工場 ○ 20220524 無

4291077F1027 セムブリックス錠２０ｍｇ アシミニブ塩酸塩錠 ２０ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ ○ 20220524

4291077F2023 セムブリックス錠４０ｍｇ アシミニブ塩酸塩錠 ４０ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ ○ 20220524

4291461A1021
ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍ
ｇ「日医工」

ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射
液

１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶

日医工 ○ 20220524

4291461A2028
ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍ
ｇ「日医工」

ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射
液

４００ｍｇ１６ｍＬ１
瓶

日医工 ○ 20220524

4419005Q1102
シプロヘプタジン塩酸塩シロップ
０．０４％「ＮＩＧ」

シプロヘプタジン塩酸塩水和物シ
ロップ

０．０４％１０ｍＬ 日医工岐阜工場 ○ 20220524 無

4490003Q1206
ケトチフェンシロップ０．０２％「ＮＩ
Ｇ」

ケトチフェンフマル酸塩０．０２％シ
ロップ

０．０２％１ｍＬ 日医工岐阜工場 ○ 無

4490003R1368
ケトチフェンドライシロップ０．１％
「ＮＩＧ」

ケトチフェンフマル酸塩０．１％シ
ロップ用

０．１％１ｇ 日医工岐阜工場 ○ 無

4490014S1058
エピナスチン塩酸塩内用液０．２％
「ＮＩＧ」

エピナスチン塩酸塩液 ０．２％１ｍＬ 日医工岐阜工場 ○ 20220524 無

4490407G1023 タクザイロ皮下注３００ｍｇシリンジ
ラナデルマブ（遺伝子組換え）キッ
ト

３００ｍｇ２ｍＬ１
筒

武田薬品 ○ 20220524

4490408G1028 ミチーガ皮下注用６０ｍｇシリンジ ネモリズマブ（遺伝子組換え）キット ６０ｍｇ１筒 マルホ ○ 20220524

6250401F1287
アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ
「ＮＩＧ」

アシクロビル２５０ｍｇ注射用 ２５０ｍｇ１瓶 日医工岐阜工場 ○ 無
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削除掲載_6月版

【薬品マスタ削除品目に関する説明】

当月は削除薬品はございません。
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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

1319764Q2023 エイベリスミニ点眼液０．００２％ オミデネパグ　イソプロピル液
０．００２％０．３
ｍＬ１個

参天製薬 ○ 20220524

2149049F4026 ミネブロＯＤ錠１．２５ｍｇ エサキセレノン口腔内崩壊錠 １．２５ｍｇ１錠 第一三共 ○ 20220524

2149049F5022 ミネブロＯＤ錠２．５ｍｇ エサキセレノン口腔内崩壊錠 ２．５ｍｇ１錠 第一三共 ○ 20220524

2149049F6029 ミネブロＯＤ錠５ｍｇ エサキセレノン口腔内崩壊錠 ５ｍｇ１錠 第一三共 ○ 20220524

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

2259808G2027 ビベスピエアロスフィア１２０吸入
グリコピロニウム臭化物・ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物吸入剤

１２０吸入１キット アストラゼネカ ○ 20220524

2290805G2023
ビレーズトリエアロスフィア１２０吸
入

ブデソニド・グリコピロニウム臭化
物・ホルモテロールフマル酸塩水
和物吸入剤

１２０吸入１キット アストラゼネカ ○ 20220524

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

2499418G4027 オゼンピック皮下注２ｍｇ
セマグルチド（遺伝子組換え）キッ
ト

２ｍｇ１．５ｍＬ１
キット

ノボ　ノルディスク　ファーマ ○ 20220524

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

3410543D1026 リンパック透析剤ＴＡ５ 人工透析液（４－８） ２袋１組 ニプロ ○ 20220524

3959427A1020 メプセヴィ点滴静注液１０ｍｇ
ベストロニダーゼ　アルファ（遺伝
子組換え）注射液

１０ｍｇ５ｍＬ１瓶 アミカス・セラピューティクス ○ 20220524

3969020F3022 ルセフィＯＤフィルム２．５ｍｇ
ルセオグリフロジン水和物口腔内
崩壊錠

２．５ｍｇ１錠 大正製薬 ○ 20220524

【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

4291068F1028 ゼジューラ錠１００ｍｇ ニラパリブトシル酸塩水和物錠 １００ｍｇ１錠 武田薬品 ○ 20220524

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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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