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使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」と
いう。）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示
事項等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が平成29
年厚生労働省告示第317号をもって改正され、平成29年10月１日から適用することとさ
れたところですが、その概要は下記のとおりです。
また、薬価基準の改正に伴い、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬
品」等について」（平成28年３月４日付け保医発0304第13号。以下「加算等後発医薬品
通知」という。）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査
支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

１ 薬価基準の一部改正について
(1) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬
品（内用薬23品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで
あること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 １０，５１１ ３，９９７ ２，４７５ ２８ １７，０１１

(3) 日本薬局方の全部を改正する件（平成28年厚生労働省告示第64号）に基づく経過
措置期間が平成29年９月30日をもって終了することから、薬価基準の別表に収載さ
れている医薬品（内用薬品254目、注射薬170品目及び外用薬89品目）について、名
称を変更するものであること。



２ 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬
価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬
品（内用薬23品目）について、掲示事項等告示の別表第５に収載することにより、
平成30年４月１日以降、使用医薬品から除外するものであること。

(3) (2)により掲示事項等告示の別表第５に収載されている全医薬品の品目数は、次
のとおりであること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 １６６ ６９ ６８ ０ ３０３

３ 関係通知の一部改正について
加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。
別紙１に別添に掲げる医薬品を加え、平成29年10月１日から適用すること。



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

内用薬 2149041F1357 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局
バルサルタン錠２０ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディク
ス

11.40

内用薬 2149041F1365 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「Ｍｅ」
Ｍｅ　ファル
マ

11.40

内用薬 2149041F2353 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局
バルサルタン錠４０ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディク
ス

21.10

内用薬 2149041F2361 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「Ｍｅ」
Ｍｅ　ファル
マ

21.10

内用薬 2149041F3350 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局
バルサルタン錠８０ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディク
ス

39.60

内用薬 2149041F3368 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「Ｍｅ」
Ｍｅ　ファル
マ

39.60

内用薬 2149041F4356 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局
バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディク
ス

63.80

別紙１ 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

［別添］

品名



内用薬 2149041F4364 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 局
バルサルタン錠１６０ｍｇ「Ｍ
ｅ」

Ｍｅ　ファル
マ

63.80

内用薬 2149043F1143 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 局
アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディク
ス

14.30

内用薬 2149043F2140 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 局
アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディク
ス

25.20

内用薬 2149110F1350
ロサルタンカリウム・ヒドロクロ
ロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 50.20

内用薬 2149110F2321
ロサルタンカリウム・ヒドロクロ
ロチアジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 74.90

内用薬 2189015F1236
アトルバスタチンカルシウム水和
物

５ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｍ
ｅ」

Ｍｅ　ファル
マ

22.90

内用薬 2189015F2232
アトルバスタチンカルシウム水和
物

１０ｍｇ１錠 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｍ
ｅ」

Ｍｅ　ファル
マ

43.50

内用薬 2329021F1340 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「Ｍｅ」
Ｍｅ　ファル
マ

9.90

内用薬 3961008F1357 グリメピリド １ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠１ｍｇ「Ｍｅ」
Ｍｅ　ファル
マ

9.90



内用薬 3961008F2353 グリメピリド ３ｍｇ１錠 局 グリメピリド錠３ｍｇ「Ｍｅ」
Ｍｅ　ファル
マ

21.60

内用薬 3961008F3317 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「Ｍ
ｅ」

Ｍｅ　ファル
マ

9.60

内用薬 4490023F1300 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０
ｍｇ「ＢＭＤ」

ビオメディク
ス

34.40

内用薬 4490023F2306 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０
ｍｇ「ＢＭＤ」

ビオメディク
ス

26.70

内用薬 4490025F1309 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ
「ＮＰＩ」

日本薬品工業 16.60

内用薬 4490025F2305 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 21.70

内用薬 6250019F1349 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局
バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 188.80



（参考１）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)

1 内用薬 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＢＭＤ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 14.30

2 内用薬 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＢＭＤ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 25.20

3 内用薬 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｍｅ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 22.90

4 内用薬 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 43.50

5 内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰＩ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 16.60

6 内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 21.70

7 内用薬 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「Ｍｅ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 9.60

8 内用薬 局 グリメピリド錠１ｍｇ「Ｍｅ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 9.90

9 内用薬 局 グリメピリド錠３ｍｇ「Ｍｅ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 21.60

10 内用薬 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰＩ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 188.80

11 内用薬 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「Ｍｅ」 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 11.40

12 内用薬 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＢＭＤ」 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 11.40

13 内用薬 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「Ｍｅ」 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 21.10

14 内用薬 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＢＭＤ」 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 21.10

15 内用薬 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「Ｍｅ」 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 39.60

16 内用薬 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＢＭＤ」 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 39.60

Ｎｏ

薬価基準告示
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薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)Ｎｏ

17 内用薬 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「Ｍｅ」 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 63.80

18 内用薬 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＢＭＤ」 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 63.80

19 内用薬 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＢＭＤ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 26.70

20 内用薬 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＢＭＤ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 34.40

21 内用薬 局 レバミピド錠１００ｍｇ「Ｍｅ」 レバミピド １００ｍｇ１錠 9.90

22 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＮＰＩ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 74.90

23 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＮＰＩ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 50.20
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（参考２）

別表第５（平成30年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 局 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＫＯＧ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠

2 内用薬 局 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＫＯＧ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠

3 内用薬 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「明治」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠

4 内用薬 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明治」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠

5 内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠

6 内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

7 内用薬 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「タカタ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠

8 内用薬 局 グリメピリド錠１ｍｇ「タカタ」 グリメピリド １ｍｇ１錠

9 内用薬 局 グリメピリド錠３ｍｇ「タカタ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠

10 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＯＧ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠

11 内用薬 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＫＯＧ」 バルサルタン ２０ｍｇ１錠

12 内用薬 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「明治」 バルサルタン ２０ｍｇ１錠

13 内用薬 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＫＯＧ」 バルサルタン ４０ｍｇ１錠

14 内用薬 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「明治」 バルサルタン ４０ｍｇ１錠

Ｎｏ

掲示事項等告示
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薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

15 内用薬 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＫＯＧ」 バルサルタン ８０ｍｇ１錠

16 内用薬 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「明治」 バルサルタン ８０ｍｇ１錠

17 内用薬 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「ＫＯＧ」 バルサルタン １６０ｍｇ１錠

18 内用薬 局 バルサルタン錠１６０ｍｇ「明治」 バルサルタン １６０ｍｇ１錠

19 内用薬 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＫＯＧ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠

20 内用薬 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＯＧ」 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠

21 内用薬 局 レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 レバミピド １００ｍｇ１錠

22 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＫＯＧ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠

23 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＫＯＧ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠
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（参考３）

規格単位 収載場所

1 内用薬 アテレック錠５ 局 アテレック錠５ ５ｍｇ１錠 第１部

2 内用薬 アテレック錠１０ 局 アテレック錠１０ １０ｍｇ１錠 第１部

3 内用薬 アテレック錠２０ 局 アテレック錠２０ ２０ｍｇ１錠 第１部

4 内用薬 アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ 局 アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 第１部

5 内用薬 アンピロームカプセル１３．５ｍｇ 局 アンピロームカプセル１３．５ｍｇ １３．５ｍｇ１カプセル 第１部

6 内用薬 アンピロームカプセル２７ｍｇ 局 アンピロームカプセル２７ｍｇ ２７ｍｇ１カプセル 第１部

7 内用薬 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「Ｈｐ」 局 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「Ｈｐ」 ３００ｍｇ１カプセル 第１部

8 内用薬 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「サワイ」 局 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「サワイ」 ３００ｍｇ１カプセル 第１部

9 内用薬 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＪＧ」 局 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＪＧ」 ３００ｍｇ１カプセル 第１部

10 内用薬 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＣＨ」 局 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＣＨ」 ３００ｍｇ１カプセル 第１部

11 内用薬 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「日医工」 局 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「日医工」 ３００ｍｇ１カプセル 第１部

12 内用薬 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「フソー」 局 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「フソー」 ３００ｍｇ１カプセル 第１部

13 内用薬 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＹＤ」 局 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＹＤ」 ３００ｍｇ１カプセル 第１部

14 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「サワ
イ」

局
イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「サワ
イ」

３００ｍｇ１包 第１部

15 内用薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「ＣＨ」 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「ＣＨ」 ３００ｍｇ１包 第１部

16 内用薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「ＴＣ」 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「ＴＣ」 ３００ｍｇ１包 第１部

17 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

局
イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

３００ｍｇ１包 第１部

薬価基準告示

Ｎｏ 変更収載名現行収載名
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18 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「日医
工」

局
イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「日医
工」

３００ｍｇ１包 第１部

19 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「サワ
イ」

局
イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「サワ
イ」

６００ｍｇ１包 第１部

20 内用薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「ＣＨ」 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「ＣＨ」 ６００ｍｇ１包 第１部

21 内用薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「ＴＣ」 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「ＴＣ」 ６００ｍｇ１包 第１部

22 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

局
イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

６００ｍｇ１包 第１部

23 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「日医
工」

局
イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「日医
工」

６００ｍｇ１包 第１部

24 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワ
イ」

局
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワ
イ」

９００ｍｇ１包 第１部

25 内用薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＣＨ」 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＣＨ」 ９００ｍｇ１包 第１部

26 内用薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＴＣ」 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＴＣ」 ９００ｍｇ１包 第１部

27 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

局
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

９００ｍｇ１包 第１部

28 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医
工」

局
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医
工」

９００ｍｇ１包 第１部

29 内用薬 エカード配合錠ＨＤ 局 エカード配合錠ＨＤ １錠 第１部

30 内用薬 エカード配合錠ＬＤ 局 エカード配合錠ＬＤ １錠 第１部

31 内用薬 エパキャップソフトカプセル３００ｍｇ 局 エパキャップソフトカプセル３００ｍｇ ３００ｍｇ１カプセル 第１部

32 内用薬 エパデールＳ３００ 局 エパデールＳ３００ ３００ｍｇ１包 第１部

33 内用薬 エパデールＳ６００ 局 エパデールＳ６００ ６００ｍｇ１包 第１部

34 内用薬 エパデールＳ９００ 局 エパデールＳ９００ ９００ｍｇ１包 第１部

35 内用薬 エパデールカプセル３００ 局 エパデールカプセル３００ ３００ｍｇ１カプセル 第１部
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36 内用薬 エパラカプセル３００ 局 エパラカプセル３００ ３００ｍｇ１カプセル 第１部

37 内用薬 エパラ粒状カプセル３００ｍｇ 局 エパラ粒状カプセル３００ｍｇ ３００ｍｇ１包 第１部

38 内用薬 エパラ粒状カプセル６００ｍｇ 局 エパラ粒状カプセル６００ｍｇ ６００ｍｇ１包 第１部

39 内用薬 エパラ粒状カプセル９００ｍｇ 局 エパラ粒状カプセル９００ｍｇ ９００ｍｇ１包 第１部

40 内用薬 エパロースカプセル３００ｍｇ 局 エパロースカプセル３００ｍｇ ３００ｍｇ１カプセル 第１部

41 内用薬 エパロース粒状カプセル３００ｍｇ 局 エパロース粒状カプセル３００ｍｇ ３００ｍｇ１包 第１部

42 内用薬 エパロース粒状カプセル６００ｍｇ 局 エパロース粒状カプセル６００ｍｇ ６００ｍｇ１包 第１部

43 内用薬 エパロース粒状カプセル９００ｍｇ 局 エパロース粒状カプセル９００ｍｇ ９００ｍｇ１包 第１部

44 内用薬 Ｌ－キサール顆粒５００ 局 Ｌ－キサール顆粒５００ ５００ｍｇ１ｇ 第１部

45 内用薬 Ｌ－ケフレックス顆粒 局 Ｌ－ケフレックス顆粒 ５００ｍｇ１ｇ 第１部

46 内用薬 Ｌ－ケフレックス小児用顆粒 局 Ｌ－ケフレックス小児用顆粒 ２００ｍｇ１ｇ 第１部

47 内用薬 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 ２５０ｍｇ１錠 第１部

48 内用薬 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１錠 第１部

49 内用薬 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 ２５０ｍｇ１錠 第１部

50 内用薬 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１錠 第１部

51 内用薬 カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＫＮ」 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＫＮ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

52 内用薬 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

53 内用薬 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 ５００ｍｇ１錠 第１部
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54 内用薬 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

55 内用薬 キプレス錠５ｍｇ 局 キプレス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 第１部

56 内用薬 キプレス錠１０ｍｇ 局 キプレス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 第１部

57 内用薬 キプレスチュアブル錠５ｍｇ 局 キプレスチュアブル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 第１部

58 内用薬 クインスロン錠２５０ｍｇ 局 クインスロン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 第１部

59 内用薬 クインスロン錠５００ｍｇ 局 クインスロン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 第１部

60 内用薬 グルファスト錠５ｍｇ 局 グルファスト錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 第１部

61 内用薬 グルファスト錠１０ｍｇ 局 グルファスト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 第１部

62 内用薬 シスダイン錠２５０ｍｇ 局 シスダイン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 第１部

63 内用薬 シスダイン錠５００ｍｇ 局 シスダイン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 第１部

64 内用薬 Ｃ－チステン錠２５０ｍｇ 局 Ｃ－チステン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 第１部

65 内用薬 Ｃ－チステン錠５００ｍｇ 局 Ｃ－チステン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 第１部

66 内用薬 シナール配合錠 局 シナール配合錠 １錠 第１部

67 内用薬 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 局 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１カプセル 第１部

68 内用薬 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル２００ｍｇ「サワイ」 局 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１カプセル 第１部

69 内用薬 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ「日医工」 局 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１カプセル 第１部

70 内用薬 シルニジピン錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 局 シルニジピン錠５ｍｇ「ＡＦＰ」 ５ｍｇ１錠 第１部

71 内用薬 シルニジピン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 局 シルニジピン錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 ５ｍｇ１錠 第１部
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72 内用薬 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 局 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 第１部

73 内用薬 シルニジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 局 シルニジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 第１部

74 内用薬 シルニジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 局 シルニジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 ５ｍｇ１錠 第１部

75 内用薬 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 １０ｍｇ１錠 第１部

76 内用薬 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 １０ｍｇ１錠 第１部

77 内用薬 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 第１部

78 内用薬 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 １０ｍｇ１錠 第１部

79 内用薬 シルニジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 局 シルニジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 １０ｍｇ１錠 第１部

80 内用薬 シングレア錠５ｍｇ 局 シングレア錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 第１部

81 内用薬 シングレア錠１０ｍｇ 局 シングレア錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 第１部

82 内用薬 シングレアチュアブル錠５ｍｇ 局 シングレアチュアブル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 第１部

83 内用薬 セファレキシン顆粒５００ｍｇ「ＪＧ」 局 セファレキシン顆粒５００ｍｇ「ＪＧ」 ５００ｍｇ１ｇ 第１部

84 内用薬 セフポドキシムプロキセチルＤＳ小児用５％「サワイ」 局 セフポドキシムプロキセチルＤＳ小児用５％「サワイ」 ５０ｍｇ１ｇ 第１部

85 内用薬 セララ錠２５ｍｇ 局 セララ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 第１部

86 内用薬 セララ錠５０ｍｇ 局 セララ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 第１部

87 内用薬 セララ錠１００ｍｇ 局 セララ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 第１部

88 内用薬 セルテプノンカプセル５０ｍｇ 局 セルテプノンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 第１部

89 内用薬 セルベックスカプセル５０ｍｇ 局 セルベックスカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 第１部
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90 内用薬 ソニアス配合錠ＨＤ 局 ソニアス配合錠ＨＤ １錠 第１部

91 内用薬 ソニアス配合錠ＬＤ 局 ソニアス配合錠ＬＤ １錠 第１部

92 内用薬 タイプロトンカプセル１５ｍｇ 局 タイプロトンカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル 第１部

93 内用薬 タイプロトンカプセル３０ｍｇ 局 タイプロトンカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル 第１部

94 内用薬 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「サンド」 局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「サンド」 ０．５ｍｇ１カプセル 第１部

95 内用薬 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ＪＧ」 局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ＪＧ」 ０．５ｍｇ１カプセル 第１部

96 内用薬 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ニプロ」 局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ニプロ」 ０．５ｍｇ１カプセル 第１部

97 内用薬 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイザー」 局 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイザー」 ０．５ｍｇ１カプセル 第１部

98 内用薬 タクロリムスカプセル１ｍｇ「サンド」 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「サンド」 １ｍｇ１カプセル 第１部

99 内用薬 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ＪＧ」 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ＪＧ」 １ｍｇ１カプセル 第１部

100 内用薬 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ニプロ」 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ニプロ」 １ｍｇ１カプセル 第１部

101 内用薬 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 局 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 １ｍｇ１カプセル 第１部

102 内用薬 タクロリムスカプセル５ｍｇ「サンド」 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「サンド」 ５ｍｇ１カプセル 第１部

103 内用薬 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ＪＧ」 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１カプセル 第１部

104 内用薬 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ニプロ」 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ニプロ」 ５ｍｇ１カプセル 第１部

105 内用薬 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイザー」 局 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１カプセル 第１部

106 内用薬 タケプロンＯＤ錠１５ 局 タケプロンＯＤ錠１５ １５ｍｇ１錠 第１部

107 内用薬 タケプロンＯＤ錠３０ 局 タケプロンＯＤ錠３０ ３０ｍｇ１錠 第１部
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108 内用薬 タケプロンカプセル１５ 局 タケプロンカプセル１５ １５ｍｇ１カプセル 第１部

109 内用薬 タケプロンカプセル３０ 局 タケプロンカプセル３０ ３０ｍｇ１カプセル 第１部

110 内用薬 タピゾールカプセル１５ 局 タピゾールカプセル１５ １５ｍｇ１カプセル 第１部

111 内用薬 タピゾールカプセル３０ 局 タピゾールカプセル３０ ３０ｍｇ１カプセル 第１部

112 内用薬 テビーナ錠１２５ｍｇ 局 テビーナ錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 第１部

113 内用薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「アメル」 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１カプセル 第１部

114 内用薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１カプセル 第１部

115 内用薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「テバ」 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１カプセル 第１部

116 内用薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１カプセル 第１部

117 内用薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 局 テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１カプセル 第１部

118 内用薬 デムナロンカプセル５０ｍｇ 局 デムナロンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 第１部

119 内用薬 テルビー錠１２５ｍｇ 局 テルビー錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 第１部

120 内用薬 テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 局 テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 １２５ｍｇ１錠 第１部

121 内用薬 テルビナフィン錠１２５「ＴＣＫ」 局 テルビナフィン錠１２５「ＴＣＫ」 １２５ｍｇ１錠 第１部

122 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＮＰ」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＮＰ」 １２５ｍｇ１錠 第１部

123 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｆ」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｆ」 １２５ｍｇ１錠 第１部

124 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミファ」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミファ」 １２５ｍｇ１錠 第１部

125 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 １２５ｍｇ１錠 第１部

7 / 29 ページ



規格単位 収載場所Ｎｏ 変更収載名現行収載名

126 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サンド」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サンド」 １２５ｍｇ１錠 第１部

127 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＣＨ」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＣＨ」 １２５ｍｇ１錠 第１部

128 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タイヨー」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タイヨー」 １２５ｍｇ１錠 第１部

129 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナベ」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナベ」 １２５ｍｇ１錠 第１部

130 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「トーワ」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「トーワ」 １２５ｍｇ１錠 第１部

131 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 １２５ｍｇ１錠 第１部

132 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 １２５ｍｇ１錠 第１部

133 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＹＤ」 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＹＤ」 １２５ｍｇ１錠 第１部

134 内用薬 テルミシール錠１２５ｍｇ 局 テルミシール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 第１部

135 内用薬 ナサチームカプセル３００ 局 ナサチームカプセル３００ ３００ｍｇ１カプセル 第１部

136 内用薬 ネドリール錠１２５ｍｇ 局 ネドリール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 第１部

137 内用薬 パナルジン錠１００ｍｇ 局 パナルジン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 第１部

138 内用薬 バナンドライシロップ５％ 局 バナンドライシロップ５％ ５０ｍｇ１ｇ 第１部

139 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメル」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメル」 ５００ｍｇ１錠 第１部

140 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

141 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワキ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワキ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

142 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

143 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 ５００ｍｇ１錠 第１部
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144 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

145 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

146 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハラ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハラ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

147 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 ５００ｍｇ１錠 第１部

148 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

149 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サトウ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サトウ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

150 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

151 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 ５００ｍｇ１錠 第１部

152 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＥＯ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＥＯ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

153 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

154 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハラ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハラ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

155 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

156 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

157 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

158 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 ５００ｍｇ１錠 第１部

159 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 ５００ｍｇ１錠 第１部

160 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

161 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」 ５００ｍｇ１錠 第１部
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162 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 ５００ｍｇ１錠 第１部

163 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 ５００ｍｇ１錠 第１部

164 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかもと」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかもと」 ５００ｍｇ１錠 第１部

165 内用薬 バルトレックス錠５００ 局 バルトレックス錠５００ ５００ｍｇ１錠 第１部

166 内用薬 ビブラマイシン錠５０ｍｇ 局 ビブラマイシン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 第１部

167 内用薬 ビブラマイシン錠１００ｍｇ 局 ビブラマイシン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 第１部

168 内用薬 ブイフェンド錠５０ｍｇ 局 ブイフェンド錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 第１部

169 内用薬 ブイフェンド錠２００ｍｇ 局 ブイフェンド錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 第１部

170 内用薬 フルカムカプセル１３．５ｍｇ 局 フルカムカプセル１３．５ｍｇ １３．５ｍｇ１カプセル 第１部

171 内用薬 フルカムカプセル２７ｍｇ 局 フルカムカプセル２７ｍｇ ２７ｍｇ１カプセル 第１部

172 内用薬 プログラフカプセル０．５ｍｇ 局 プログラフカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル 第１部

173 内用薬 プログラフカプセル１ｍｇ 局 プログラフカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル 第１部

174 内用薬 プログラフカプセル５ｍｇ 局 プログラフカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル 第１部

175 内用薬 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 局 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル 第１部

176 内用薬 ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ 局 ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル 第１部

177 内用薬
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ４０％「日医
工」

局
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ４０％「日医
工」

４００ｍｇ１ｇ 第１部

178 内用薬 ホスミシンドライシロップ２００ 局 ホスミシンドライシロップ２００ ２００ｍｇ１ｇ 第１部

179 内用薬 ホスミシンドライシロップ４００ 局 ホスミシンドライシロップ４００ ４００ｍｇ１ｇ 第１部
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180 内用薬 ムコダイン錠２５０ｍｇ 局 ムコダイン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 第１部

181 内用薬 ムコダイン錠５００ｍｇ 局 ムコダイン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 第１部

182 内用薬 メタライト２５０カプセル 局 メタライト２５０カプセル ２５０ｍｇ１カプセル 第１部

183 内用薬 メルブラールカプセル３００ 局 メルブラールカプセル３００ ３００ｍｇ１カプセル 第１部

184 内用薬 メルブラール粒状カプセル３００ｍｇ 局 メルブラール粒状カプセル３００ｍｇ ３００ｍｇ１包 第１部

185 内用薬 メルブラール粒状カプセル６００ｍｇ 局 メルブラール粒状カプセル６００ｍｇ ６００ｍｇ１包 第１部

186 内用薬 メルブラール粒状カプセル９００ｍｇ 局 メルブラール粒状カプセル９００ｍｇ ９００ｍｇ１包 第１部

187 内用薬 ユナシン錠３７５ｍｇ 局 ユナシン錠３７５ｍｇ ３７５ｍｇ１錠 第１部

188 内用薬 ユリーフ錠２ｍｇ 局 ユリーフ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 第１部

189 内用薬 ユリーフ錠４ｍｇ 局 ユリーフ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 第１部

190 内用薬 ラミシール錠１２５ｍｇ 局 ラミシール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 第１部

191 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＲＴＯ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＲＴＯ」 １５ｍｇ１錠 第１部

192 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 １５ｍｇ１錠 第１部

193 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 １５ｍｇ１錠 第１部

194 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＪＧ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＪＧ」 １５ｍｇ１錠 第１部

195 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＫ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＫ」 １５ｍｇ１錠 第１部

196 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」 １５ｍｇ１錠 第１部

197 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 第１部
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198 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 局 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 １５ｍｇ１錠 第１部

199 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＲＴＯ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＲＴＯ」 ３０ｍｇ１錠 第１部

200 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 ３０ｍｇ１錠 第１部

201 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 ３０ｍｇ１錠 第１部

202 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＪＧ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＪＧ」 ３０ｍｇ１錠 第１部

203 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＫ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＫ」 ３０ｍｇ１錠 第１部

204 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「テバ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「テバ」 ３０ｍｇ１錠 第１部

205 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 ３０ｍｇ１錠 第１部

206 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 局 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 ３０ｍｇ１錠 第１部

207 内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「アメル」 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「アメル」 １５ｍｇ１カプセル 第１部

208 内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ＭＥＤ」 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ＭＥＤ」 １５ｍｇ１カプセル 第１部

209 内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ケミファ」 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ケミファ」 １５ｍｇ１カプセル 第１部

210 内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「サワイ」 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「サワイ」 １５ｍｇ１カプセル 第１部

211 内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ＪＧ」 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「ＪＧ」 １５ｍｇ１カプセル 第１部

212 内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「タカタ」 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「タカタ」 １５ｍｇ１カプセル 第１部

213 内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「トーワ」 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１カプセル 第１部

214 内用薬 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「日医工」 局 ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「日医工」 １５ｍｇ１カプセル 第１部

215 内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「アメル」 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「アメル」 ３０ｍｇ１カプセル 第１部
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216 内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「ＭＥＤ」 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「ＭＥＤ」 ３０ｍｇ１カプセル 第１部

217 内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「ケミファ」 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「ケミファ」 ３０ｍｇ１カプセル 第１部

218 内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「サワイ」 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「サワイ」 ３０ｍｇ１カプセル 第１部

219 内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「ＪＧ」 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「ＪＧ」 ３０ｍｇ１カプセル 第１部

220 内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「タカタ」 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「タカタ」 ３０ｍｇ１カプセル 第１部

221 内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「トーワ」 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「トーワ」 ３０ｍｇ１カプセル 第１部

222 内用薬 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「日医工」 局 ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「日医工」 ３０ｍｇ１カプセル 第１部

223 内用薬 ルチアノンカプセルＲ１００ 局 ルチアノンカプセルＲ１００ １００ｍｇ１カプセル 第１部

224 内用薬 ルチアノンカプセルＲ２００ 局 ルチアノンカプセルＲ２００ ２００ｍｇ１カプセル 第１部

225 内用薬 レベトールカプセル２００ｍｇ 局 レベトールカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル 第１部

226 注射薬 アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 局 アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 ５００ｍｇ１管 第２部

227 注射薬 アミノフィリン静注２５０ｍｇＰＢ「日新」 局 アミノフィリン静注２５０ｍｇＰＢ「日新」 ２．５％１０ｍＬ１管 第２部

228 注射薬 アルツ関節注２５ｍｇ 局 アルツ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１管 第２部

229 注射薬 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 局 アルツディスポ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 第２部

230 注射薬 イオヘキソール３００注１０ｍＬ「ＨＫ」 局 イオヘキソール３００注１０ｍＬ「ＨＫ」 ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 第２部

231 注射薬 イオヘキソール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 局 イオヘキソール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 第２部

232 注射薬 １％塩酸メピバカイン注ＰＢ 局 １％塩酸メピバカイン注ＰＢ １％５ｍＬ１管 第２部

233 注射薬 １％塩酸メピバカイン注ＰＢ 局 １％塩酸メピバカイン注ＰＢ １％１０ｍＬ１管 第２部
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234 注射薬 エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 局 エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット 第２部

235 注射薬 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＮＳ」 局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＮＳ」 ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 第２部

236 注射薬 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＴＹＫ」 局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＴＹＫ」 ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 第２部

237 注射薬 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「日医工」 局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「日医工」 ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 第２部

238 注射薬 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「Ｆ」 局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「Ｆ」 ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット 第２部

239 注射薬 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 局 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 １０％２０ｍＬ１筒 第２部

240 注射薬 大塚生食注ＴＮ 局 大塚生食注ＴＮ ５０ｍＬ１キット 第２部

241 注射薬 大塚生食注ＴＮ 局 大塚生食注ＴＮ １００ｍＬ１キット 第２部

242 注射薬 大塚生食注２ポート５０ｍＬ 局 大塚生食注２ポート５０ｍＬ ５０ｍＬ１キット 第２部

243 注射薬 大塚生食注２ポート１００ｍＬ 局 大塚生食注２ポート１００ｍＬ １００ｍＬ１キット 第２部

244 注射薬 大塚糖液５％ＴＮ 局 大塚糖液５％ＴＮ ５％５０ｍＬ１キット 第２部

245 注射薬 大塚糖液５％ＴＮ 局 大塚糖液５％ＴＮ ５％１００ｍＬ１キット 第２部

246 注射薬 大塚糖液５％２ポート５０ｍＬ 局 大塚糖液５％２ポート５０ｍＬ ５％５０ｍＬ１キット 第２部

247 注射薬 大塚糖液５％２ポート１００ｍＬ 局 大塚糖液５％２ポート１００ｍＬ ５％１００ｍＬ１キット 第２部

248 注射薬 オキリコン注シリンジ２０ｍｇ 局 オキリコン注シリンジ２０ｍｇ ２０ｍｇ０．５ｍＬ１筒 第２部

249 注射薬 オキリコン注シリンジ４０ｍｇ 局 オキリコン注シリンジ４０ｍｇ ４０ｍｇ１ｍＬ１筒 第２部

250 注射薬 オキリコン注シリンジ８０ｍｇ 局 オキリコン注シリンジ８０ｍｇ ８０ｍｇ２ｍＬ１筒 第２部

251 注射薬 オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ「日医工」 局 オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ２ｍＬ１管 第２部
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252 注射薬 オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医工」 局 オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医工」 ４０ｍｇ４ｍＬ１管 第２部

253 注射薬 オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ「日医工」 局 オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ「日医工」 ８０ｍｇ８ｍＬ１管 第２部

254 注射薬 オザグレルＮａ注射液２０ｍｇシリンジ「サワイ」 局 オザグレルＮａ注射液２０ｍｇシリンジ「サワイ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 第２部

255 注射薬 オザグレルＮａ注射液４０ｍｇシリンジ「サワイ」 局 オザグレルＮａ注射液４０ｍｇシリンジ「サワイ」 ４０ｍｇ２ｍＬ１筒 第２部

256 注射薬 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワイ」 局 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワイ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 第２部

257 注射薬 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇバッグ「サワイ」 局 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇバッグ「サワイ」 ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 第２部

258 注射薬 オザグレルＮａ注８０ｍｇシリンジ「ＩＰ」 局 オザグレルＮａ注８０ｍｇシリンジ「ＩＰ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 第２部

259 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注液２０ｍｇ「ケミファ」 局 オザグレルＮａ点滴静注液２０ｍｇ「ケミファ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１管 第２部

260 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注液４０ｍｇ「ケミファ」 局 オザグレルＮａ点滴静注液４０ｍｇ「ケミファ」 ４０ｍｇ２ｍＬ１管 第２部

261 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注液８０ｍｇ「ケミファ」 局 オザグレルＮａ点滴静注液８０ｍｇ「ケミファ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１管 第２部

262 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「タカタ」 局 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「タカタ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 第２部

263 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 局 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ４０ｍｇ４ｍＬ１管 第２部

264 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＩＰ」 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＩＰ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１管 第２部

265 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ８０ｍｇ８ｍＬ１管 第２部

266 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タカタ」 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タカタ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 第２部

267 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＳＮ」 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＳＮ」 ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 第２部

268 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「タカタ」 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「タカタ」 ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 第２部

269 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＤＫ」 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＤＫ」 ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 第２部
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270 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テルモ」 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テルモ」 ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 第２部

271 注射薬
オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「ＩＰ」

局
オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「ＩＰ」

８０ｍｇ１００ｍＬ１袋 第２部

272 注射薬 オザグレルナトリウム点滴静注液８０ｍｇ「ＪＤ」 局 オザグレルナトリウム点滴静注液８０ｍｇ「ＪＤ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１管 第２部

273 注射薬 オザペン注２０ｍｇ 局 オザペン注２０ｍｇ ２０ｍｇ２ｍＬ１管 第２部

274 注射薬 オザペン注４０ｍｇ 局 オザペン注４０ｍｇ ４０ｍｇ２．５ｍＬ１管 第２部

275 注射薬 オザペン注８０ｍｇ 局 オザペン注８０ｍｇ ８０ｍｇ５ｍＬ１管 第２部

276 注射薬 オザペンバッグ注８０ｍｇ 局 オザペンバッグ注８０ｍｇ ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 第２部

277 注射薬 オムニパーク１８０注１０ｍＬ 局 オムニパーク１８０注１０ｍＬ ３８．８２％１０ｍＬ１瓶 第２部

278 注射薬 オムニパーク２４０注１０ｍＬ 局 オムニパーク２４０注１０ｍＬ ５１．７７％１０ｍＬ１瓶 第２部

279 注射薬 オムニパーク２４０注２０ｍＬ 局 オムニパーク２４０注２０ｍＬ ５１．７７％２０ｍＬ１瓶 第２部

280 注射薬 オムニパーク３００注１０ｍＬ 局 オムニパーク３００注１０ｍＬ ６４．７１％１０ｍＬ１瓶 第２部

281 注射薬 オムニパーク３００注２０ｍＬ 局 オムニパーク３００注２０ｍＬ ６４．７１％２０ｍＬ１瓶 第２部

282 注射薬 オムニパーク３５０注２０ｍＬ 局 オムニパーク３５０注２０ｍＬ ７５．４９％２０ｍＬ１瓶 第２部

283 注射薬 カタクロット注射液２０ｍｇ 局 カタクロット注射液２０ｍｇ ２０ｍｇ２．５ｍＬ１管 第２部

284 注射薬 カタクロット注射液４０ｍｇ 局 カタクロット注射液４０ｍｇ ４０ｍｇ５ｍＬ１管 第２部

285 注射薬 カルベニン点滴用０．２５ｇ 局 カルベニン点滴用０．２５ｇ ２５０ｍｇ１瓶 第２部

286 注射薬 カルベニン点滴用０．５ｇ 局 カルベニン点滴用０．５ｇ ５００ｍｇ１瓶 第２部

287 注射薬 キサンボンＳ注射液２０ｍｇ 局 キサンボンＳ注射液２０ｍｇ ２０ｍｇ２．５ｍＬ１管 第２部
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288 注射薬 キサンボンＳ注射液４０ｍｇ 局 キサンボンＳ注射液４０ｍｇ ４０ｍｇ５ｍＬ１管 第２部

289 注射薬 クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ 局 クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ
５００ｍｇ１００ｍＬ１キッ

ト
第２部

290 注射薬 クラビット点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ 局 クラビット点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ ５００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 第２部

291 注射薬 ジフルカン静注液５０ｍｇ 局 ジフルカン静注液５０ｍｇ ０．１％５０ｍＬ１瓶 第２部

292 注射薬 ジフルカン静注液１００ｍｇ 局 ジフルカン静注液１００ｍｇ ０．２％５０ｍＬ１瓶 第２部

293 注射薬 ジフルカン静注液２００ｍｇ 局 ジフルカン静注液２００ｍｇ ０．２％１００ｍＬ１瓶 第２部

294 注射薬 １０％食塩注シリンジ「タイヨー」 局 １０％食塩注シリンジ「タイヨー」 １０％２０ｍＬ１筒 第２部

295 注射薬 スベニールディスポ関節注２５ｍｇ 局 スベニールディスポ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 第２部

296 注射薬 スベニールバイアル関節注２５ｍｇ 局 スベニールバイアル関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１瓶 第２部

297 注射薬 スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ 局 スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ ３００万国際単位１筒 第２部

298 注射薬 スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ 局 スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ ６００万国際単位１筒 第２部

299 注射薬 スミフェロン注バイアル３００万ＩＵ 局 スミフェロン注バイアル３００万ＩＵ ３００万国際単位１瓶 第２部

300 注射薬 スルタムジン静注用０．５ｇ 局 スルタムジン静注用０．５ｇ （５００ｍｇ）１瓶 第２部

301 注射薬 スルタムジン静注用１ｇ 局 スルタムジン静注用１ｇ （１ｇ）１瓶 第２部

302 注射薬 スルバクシン静注用０．７５ｇ 局 スルバクシン静注用０．７５ｇ （０．７５ｇ）１瓶 第２部

303 注射薬 スルバクシン静注用１．５ｇ 局 スルバクシン静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１瓶 第２部

304 注射薬 スルバクシン静注用３ｇ 局 スルバクシン静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 第２部

305 注射薬 スルバシリン静注用０．７５ｇ 局 スルバシリン静注用０．７５ｇ （０．７５ｇ）１瓶 第２部

17 / 29 ページ



規格単位 収載場所Ｎｏ 変更収載名現行収載名

306 注射薬 スルバシリン静注用１．５ｇ 局 スルバシリン静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１瓶 第２部

307 注射薬 スルバシリン静注用３ｇ 局 スルバシリン静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 第２部

308 注射薬 スルペラゾンキット静注用１ｇ 局 スルペラゾンキット静注用１ｇ
（１ｇ）１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
第２部

309 注射薬 スルペラゾン静注用０．５ｇ 局 スルペラゾン静注用０．５ｇ （５００ｍｇ）１瓶 第２部

310 注射薬 スルペラゾン静注用１ｇ 局 スルペラゾン静注用１ｇ （１ｇ）１瓶 第２部

311 注射薬 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ 局 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ ５ｍＬ１筒 第２部

312 注射薬 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 局 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ １０ｍＬ１筒 第２部

313 注射薬 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 局 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ ２０ｍＬ１筒 第２部

314 注射薬 生食注シリンジ「テバ」５ｍＬ 局 生食注シリンジ「テバ」５ｍＬ ５ｍＬ１筒 第２部

315 注射薬 生食注シリンジ「テバ」１０ｍＬ 局 生食注シリンジ「テバ」１０ｍＬ １０ｍＬ１筒 第２部

316 注射薬 生食注シリンジ「テバ」２０ｍＬ 局 生食注シリンジ「テバ」２０ｍＬ ２０ｍＬ１筒 第２部

317 注射薬 生食注シリンジ「テルモ」５ｍＬ 局 生食注シリンジ「テルモ」５ｍＬ ５ｍＬ１筒 第２部

318 注射薬 生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ 局 生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ １０ｍＬ１筒 第２部

319 注射薬 生食注シリンジ「テルモ」２０ｍＬ 局 生食注シリンジ「テルモ」２０ｍＬ ２０ｍＬ１筒 第２部

320 注射薬 セフォセフ静注用０．５ｇ 局 セフォセフ静注用０．５ｇ （５００ｍｇ）１瓶 第２部

321 注射薬 セフォセフ静注用１ｇ 局 セフォセフ静注用１ｇ （１ｇ）１瓶 第２部

322 注射薬 セフォン静注用０．５ｇ 局 セフォン静注用０．５ｇ （５００ｍｇ）１瓶 第２部

323 注射薬 セフォン静注用１ｇ 局 セフォン静注用１ｇ （１ｇ）１瓶 第２部
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324 注射薬 セフロニック静注用０．５ｇ 局 セフロニック静注用０．５ｇ （５００ｍｇ）１瓶 第２部

325 注射薬 セフロニック静注用１ｇ 局 セフロニック静注用１ｇ （１ｇ）１瓶 第２部

326 注射薬 セレネース注５ｍｇ 局 セレネース注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１管 第２部

327 注射薬 ソルラクト輸液 局 ソルラクト輸液 ２５０ｍＬ１袋 第２部

328 注射薬 ソルラクト輸液 局 ソルラクト輸液 ５００ｍＬ１袋 第２部

329 注射薬 ソルラクト輸液 局 ソルラクト輸液 １Ｌ１袋 第２部

330 注射薬 テルモ生食ＴＫ 局 テルモ生食ＴＫ ５０ｍＬ１キット 第２部

331 注射薬 テルモ生食ＴＫ 局 テルモ生食ＴＫ １００ｍＬ１キット 第２部

332 注射薬 テルモ糖注ＴＫ 局 テルモ糖注ＴＫ ５％５０ｍＬ１キット 第２部

333 注射薬 テルモ糖注ＴＫ 局 テルモ糖注ＴＫ ５％１００ｍＬ１キット 第２部

334 注射薬 トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 局 トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 ５％５ｍＬ１管 第２部

335 注射薬 トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 局 トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 １０％１０ｍＬ１管 第２部

336 注射薬 トロビシン筋注用２ｇ 局 トロビシン筋注用２ｇ ２ｇ１瓶 第２部

337 注射薬 ２％塩酸メピバカイン注ＰＢ 局 ２％塩酸メピバカイン注ＰＢ ２％５ｍＬ１管 第２部

338 注射薬 ２％塩酸メピバカイン注ＰＢ 局 ２％塩酸メピバカイン注ＰＢ ２％１０ｍＬ１管 第２部

339 注射薬 ネオフィリン注ＰＬ２５０ｍｇ 局 ネオフィリン注ＰＬ２５０ｍｇ ２．５％１０ｍＬ１管 第２部

340 注射薬 バクフォーゼ静注用０．５ｇ 局 バクフォーゼ静注用０．５ｇ （５００ｍｇ）１瓶 第２部

341 注射薬 バクフォーゼ静注用１ｇ 局 バクフォーゼ静注用１ｇ （１ｇ）１瓶 第２部
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342 注射薬 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「ＮＰ」 局 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「ＮＰ」 １％２．５ｍＬ１筒 第２部

343 注射薬
ヒアルロン酸ナトリウム関節注２５ｍｇシリンジ「日医
工」

局
ヒアルロン酸ナトリウム関節注２５ｍｇシリンジ「日医
工」

１％２．５ｍＬ１筒 第２部

344 注射薬 ヒアルロン酸ナトリウム関節注２５ｍｇ「日医工」 局 ヒアルロン酸ナトリウム関節注２５ｍｇ「日医工」 １％２．５ｍＬ１管 第２部

345 注射薬 ヒアロス関節注２５ｍｇ 局 ヒアロス関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 第２部

346 注射薬 ヒカミロンディスポ関節注２５ｍｇ 局 ヒカミロンディスポ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 第２部

347 注射薬 ピシリバクタ静注用０．７５ｇ 局 ピシリバクタ静注用０．７５ｇ （０．７５ｇ）１瓶 第２部

348 注射薬 ピシリバクタ静注用１．５ｇ 局 ピシリバクタ静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１瓶 第２部

349 注射薬 ピシリバクタ静注用３ｇ 局 ピシリバクタ静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 第２部

350 注射薬 ピスルシン静注用０．７５ｇ 局 ピスルシン静注用０．７５ｇ （０．７５ｇ）１瓶 第２部

351 注射薬 ピスルシン静注用１．５ｇ 局 ピスルシン静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１瓶 第２部

352 注射薬 ピスルシン静注用３ｇ 局 ピスルシン静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 第２部

353 注射薬 ファモチジン静注１０ｍｇ「日新」 局 ファモチジン静注１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 第２部

354 注射薬 ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 局 ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 ２０ｍｇ２０ｍＬ１管 第２部

355 注射薬 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 局 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 ５０％２０ｍＬ１筒 第２部

356 注射薬 フルコナゾール静注液０．１％「Ｆ」 局 フルコナゾール静注液０．１％「Ｆ」 ０．１％５０ｍＬ１袋 第２部

357 注射薬 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 局 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 ０．２％５０ｍＬ１袋 第２部

358 注射薬 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 局 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 ０．２％１００ｍＬ１袋 第２部

359 注射薬 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセイ」 局 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセイ」 ０．１％５０ｍＬ１瓶 第２部
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360 注射薬 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「サワイ」 局 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「サワイ」 ０．１％５０ｍＬ１瓶 第２部

361 注射薬 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「タカタ」 局 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「タカタ」 ０．１％５０ｍＬ１瓶 第２部

362 注射薬 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「日医工」 局 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「日医工」 ０．１％５０ｍＬ１瓶 第２部

363 注射薬 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イセイ」 局 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イセイ」 ０．２％５０ｍＬ１瓶 第２部

364 注射薬 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サワイ」 局 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サワイ」 ０．２％５０ｍＬ１瓶 第２部

365 注射薬 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「タカタ」 局 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「タカタ」 ０．２％５０ｍＬ１瓶 第２部

366 注射薬 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「テバ」 局 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「テバ」 ０．２％５０ｍＬ１袋 第２部

367 注射薬 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「日医工」 局 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「日医工」 ０．２％５０ｍＬ１瓶 第２部

368 注射薬 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「サワイ」 局 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「サワイ」 ０．２％１００ｍＬ１瓶 第２部

369 注射薬 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「タカタ」 局 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「タカタ」 ０．２％１００ｍＬ１瓶 第２部

370 注射薬 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「日医工」 局 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「日医工」 ０．２％１００ｍＬ１瓶 第２部

371 注射薬 フルコナゾール静注５０ｍｇ「ＮＰ」 局 フルコナゾール静注５０ｍｇ「ＮＰ」 ０．１％５０ｍＬ１袋 第２部

372 注射薬 フルコナゾール静注５０ｍｇ「トーワ」 局 フルコナゾール静注５０ｍｇ「トーワ」 ０．１％５０ｍＬ１瓶 第２部

373 注射薬 フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 局 フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 ０．２％５０ｍＬ１袋 第２部

374 注射薬 フルコナゾール静注１００ｍｇ「トーワ」 局 フルコナゾール静注１００ｍｇ「トーワ」 ０．２％５０ｍＬ１瓶 第２部

375 注射薬 フルコナゾール静注２００ｍｇ「ＮＰ」 局 フルコナゾール静注２００ｍｇ「ＮＰ」 ０．２％１００ｍＬ１袋 第２部

376 注射薬 フルコナゾール静注２００ｍｇ「トーワ」 局 フルコナゾール静注２００ｍｇ「トーワ」 ０．２％１００ｍＬ１瓶 第２部

377 注射薬 ユーシオン－Ｓ静注用０．７５ｇ 局 ユーシオン－Ｓ静注用０．７５ｇ （０．７５ｇ）１瓶 第２部
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378 注射薬 ユーシオン－Ｓ静注用１．５ｇ 局 ユーシオン－Ｓ静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１瓶 第２部

379 注射薬 ユーシオン－Ｓ静注用３ｇ 局 ユーシオン－Ｓ静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 第２部

380 注射薬 ユナシン－Ｓキット静注用１．５ｇ 局 ユナシン－Ｓキット静注用１．５ｇ
（１．５ｇ）１キット（生理

食塩液１００ｍＬ付）
第２部

381 注射薬 ユナシン－Ｓキット静注用３ｇ 局 ユナシン－Ｓキット静注用３ｇ
（３ｇ）１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
第２部

382 注射薬 ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ 局 ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ （０．７５ｇ）１瓶 第２部

383 注射薬 ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ 局 ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１瓶 第２部

384 注射薬 ユナシン－Ｓ静注用３ｇ 局 ユナシン－Ｓ静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 第２部

385 注射薬 ユナスピン静注用０．７５ｇ 局 ユナスピン静注用０．７５ｇ （０．７５ｇ）１瓶 第２部

386 注射薬 ユナスピン静注用１．５ｇ 局 ユナスピン静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１瓶 第２部

387 注射薬 ユナスピン静注用３ｇ 局 ユナスピン静注用３ｇ （３ｇ）１瓶 第２部

388 注射薬 ラクテック注 局 ラクテック注 ２５０ｍＬ１袋 第２部

389 注射薬 ラクテック注 局 ラクテック注 ５００ｍＬ１袋 第２部

390 注射薬 ラクテック注 局 ラクテック注 １Ｌ１袋 第２部

391 注射薬 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ 局 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット 第２部

392 注射薬 ０．５％塩酸メピバカイン注ＰＢ 局 ０．５％塩酸メピバカイン注ＰＢ ０．５％５ｍＬ１管 第２部

393 注射薬 ０．５％塩酸メピバカイン注ＰＢ 局 ０．５％塩酸メピバカイン注ＰＢ ０．５％１０ｍＬ１管 第２部

394 注射薬 ワイスタール配合静注用０．５ｇ 局 ワイスタール配合静注用０．５ｇ （５００ｍｇ）１瓶 第２部

395 注射薬 ワイスタール配合静注用１ｇ 局 ワイスタール配合静注用１ｇ （１ｇ）１瓶 第２部
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396 外用薬 アイケア点眼液０．１％ 局 アイケア点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

397 外用薬 アイケア点眼液０．３％ 局 アイケア点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 第３部

398 外用薬 スミルテープ３５ｍｇ 局 スミルテープ３５ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 第３部

399 外用薬 スミルテープ７０ｍｇ 局 スミルテープ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

400 外用薬 セルスポットパップ７０ｍｇ 局 セルスポットパップ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

401 外用薬 セルタッチテープ７０ 局 セルタッチテープ７０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

402 外用薬 セルタッチパップ７０ 局 セルタッチパップ７０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

403 外用薬 セルタッチパップ１４０ 局 セルタッチパップ１４０ ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

404 外用薬 ツロブテロールテープ０．５「ＥＭＥＣ」 局 ツロブテロールテープ０．５「ＥＭＥＣ」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

405 外用薬 ツロブテロールテープ０．５「オーハラ」 局 ツロブテロールテープ０．５「オーハラ」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

406 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

407 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＳＮ」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＳＮ」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

408 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＮＰ」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＮＰ」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

409 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＭＥＤ」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＭＥＤ」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

410 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＱＱ」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＱＱ」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

411 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「サワイ」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

412 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

413 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「テイコク」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「テイコク」 ０．５ｍｇ１枚 第３部
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414 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「日医工」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「日医工」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

415 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイザー」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイザー」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

416 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 ０．５ｍｇ１枚 第３部

417 外用薬 ツロブテロールテープ１「ＥＭＥＣ」 局 ツロブテロールテープ１「ＥＭＥＣ」 １ｍｇ１枚 第３部

418 外用薬 ツロブテロールテープ１「オーハラ」 局 ツロブテロールテープ１「オーハラ」 １ｍｇ１枚 第３部

419 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 １ｍｇ１枚 第３部

420 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＳＮ」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＳＮ」 １ｍｇ１枚 第３部

421 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＮＰ」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＮＰ」 １ｍｇ１枚 第３部

422 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＭＥＤ」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＭＥＤ」 １ｍｇ１枚 第３部

423 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＱＱ」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＱＱ」 １ｍｇ１枚 第３部

424 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「サワイ」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１枚 第３部

425 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 １ｍｇ１枚 第３部

426 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「テイコク」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「テイコク」 １ｍｇ１枚 第３部

427 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「日医工」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「日医工」 １ｍｇ１枚 第３部

428 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 １ｍｇ１枚 第３部

429 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 １ｍｇ１枚 第３部

430 外用薬 ツロブテロールテープ２「ＥＭＥＣ」 局 ツロブテロールテープ２「ＥＭＥＣ」 ２ｍｇ１枚 第３部

431 外用薬 ツロブテロールテープ２「オーハラ」 局 ツロブテロールテープ２「オーハラ」 ２ｍｇ１枚 第３部
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432 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 ２ｍｇ１枚 第３部

433 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＳＮ」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＳＮ」 ２ｍｇ１枚 第３部

434 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＮＰ」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＮＰ」 ２ｍｇ１枚 第３部

435 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＭＥＤ」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＭＥＤ」 ２ｍｇ１枚 第３部

436 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＱＱ」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＱＱ」 ２ｍｇ１枚 第３部

437 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１枚 第３部

438 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 ２ｍｇ１枚 第３部

439 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「テイコク」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「テイコク」 ２ｍｇ１枚 第３部

440 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１枚 第３部

441 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 ２ｍｇ１枚 第３部

442 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 ２ｍｇ１枚 第３部

443 外用薬 ティアバランス点眼液０．１％ 局 ティアバランス点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

444 外用薬 ティアバランス点眼液０．３％ 局 ティアバランス点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 第３部

445 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「杏林」 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「杏林」 ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

446 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」 ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

447 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」 ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

448 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかもと」 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかもと」 ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

449 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「杏林」 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「杏林」 ０．３％５ｍＬ１瓶 第３部
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450 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ファイザー」 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ファイザー」 ０．３％５ｍＬ１瓶 第３部

451 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「わかもと」 局 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「わかもと」 ０．３％０．４ｍＬ１個 第３部

452 外用薬 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＴＳ」 局 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＴＳ」 ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

453 外用薬 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「トーワ」 局 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「トーワ」 ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

454 外用薬 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ニッテン」 局 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ニッテン」 ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

455 外用薬 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ＴＳ」 局 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ＴＳ」 ０．３％５ｍＬ１瓶 第３部

456 外用薬 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「トーワ」 局 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「トーワ」 ０．３％５ｍＬ１瓶 第３部

457 外用薬 ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日点」 局 ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日点」 ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

458 外用薬
ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「ニッテ
ン」

局
ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「ニッテ
ン」

０．３％０．４ｍＬ１個 第３部

459 外用薬 ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「日点」 局 ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「日点」 ０．３％０．４ｍＬ１個 第３部

460 外用薬 ヒアレイン点眼液０．１％ 局 ヒアレイン点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

461 外用薬 ヒアレイン点眼液０．３％ 局 ヒアレイン点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 第３部

462 外用薬 ヒアレインミニ点眼液０．１％ 局 ヒアレインミニ点眼液０．１％ ０．１％０．４ｍＬ１個 第３部

463 外用薬 ヒアレインミニ点眼液０．３％ 局 ヒアレインミニ点眼液０．３％ ０．３％０．４ｍＬ１個 第３部

464 外用薬 ヒアロンサン点眼液０．１％ 局 ヒアロンサン点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 第３部

465 外用薬 ヒアロンサン点眼液０．３％ 局 ヒアロンサン点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 第３部

466 外用薬 ヒアロンサンミニ点眼液０．３％ 局 ヒアロンサンミニ点眼液０．３％ ０．３％０．４ｍＬ１個 第３部

467 外用薬 ファルジーテープ３５ｍｇ 局 ファルジーテープ３５ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 第３部
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468 外用薬 ファルジーテープ７０ｍｇ 局 ファルジーテープ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

469 外用薬 フェルナビオンパップ７０ 局 フェルナビオンパップ７０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

470 外用薬 フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 局 フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

471 外用薬 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

472 外用薬 フェルビナクパップ７０ｍｇ「サワイ」 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「サワイ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

473 外用薬 フェルビナクパップ７０ｍｇ「東光」 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「東光」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

474 外用薬 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

475 外用薬 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

476 外用薬 フェルビナクパップ１４０ｍｇ「東光」 局 フェルビナクパップ１４０ｍｇ「東光」 ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

477 外用薬 フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 局 フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

478 外用薬 フレックステープ７０ｍｇ 局 フレックステープ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 第３部

479 外用薬 ホクナリンテープ０．５ｍｇ 局 ホクナリンテープ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１枚 第３部

480 外用薬 ホクナリンテープ１ｍｇ 局 ホクナリンテープ１ｍｇ １ｍｇ１枚 第３部

481 外用薬 ホクナリンテープ２ｍｇ 局 ホクナリンテープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 第３部

482 内用薬 カデチア配合錠ＨＤ「あすか」 局 カデチア配合錠ＨＤ「あすか」 １錠 第７部追補（３）

483 内用薬 カデチア配合錠ＨＤ「テバ」 局 カデチア配合錠ＨＤ「テバ」 １錠 第７部追補（３）

484 内用薬 カデチア配合錠ＬＤ「あすか」 局 カデチア配合錠ＬＤ「あすか」 １錠 第７部追補（３）

485 内用薬 カデチア配合錠ＬＤ「テバ」 局 カデチア配合錠ＬＤ「テバ」 １錠 第７部追補（３）
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486 内用薬 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 局 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 ２５０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

487 内用薬 カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 局 カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 ５００ｍｇ１錠 第７部追補（３）

488 内用薬 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＡＦＰ」 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＡＦＰ」 ２０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

489 内用薬 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 ２０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

490 内用薬 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 ２０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

491 内用薬 シルニジピン錠２０ｍｇ「テバ」 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「テバ」 ２０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

492 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 局 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 ５００ｍｇ１錠 第７部追補（３）

493 内用薬 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「アメル」 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

494 内用薬 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＪＧ」 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

495 内用薬 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 ５０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

496 内用薬 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ５０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

497 内用薬 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「テバ」 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

498 内用薬 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

499 内用薬 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

500 内用薬 ボリコナゾール錠１００ｍｇ「アメル」 局 ボリコナゾール錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠 第７部追補（３）

501 内用薬 ボリコナゾール錠１００ｍｇ「ＪＧ」 局 ボリコナゾール錠１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１錠 第７部追補（３）

502 内用薬 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「アメル」 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「アメル」 ２００ｍｇ１錠 第７部追補（３）

503 内用薬 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＪＧ」 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＪＧ」 ２００ｍｇ１錠 第７部追補（３）
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504 内用薬 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「タカタ」 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「タカタ」 ２００ｍｇ１錠 第７部追補（３）

505 内用薬 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２００ｍｇ１錠 第７部追補（３）

506 内用薬 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「テバ」 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「テバ」 ２００ｍｇ１錠 第７部追補（３）

507 内用薬 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 第７部追補（３）

508 内用薬 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「日医工」 局 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「日医工」 ２００ｍｇ１錠 第７部追補（３）

509 内用薬 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＭ」 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＭ」 ５ｍｇ１錠 第７部追補（３）

510 内用薬 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 １０ｍｇ１錠 第７部追補（３）

511 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ＪＧ」 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ＪＧ」 ０．１％５ｍＬ１瓶 第７部追補（３）

512 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ＪＧ」 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ＪＧ」 ０．３％５ｍＬ１瓶 第７部追補（３）

513 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「日新」 局 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「日新」 ０．３％５ｍＬ１瓶 第７部追補（３）
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