
（日IJ記関係団体） 御中

事務連絡
平成 27年 9月 30日

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療
主管課（部）長あて通知しましたのでお知らせいたします。
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［男lj 記］

公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会
公益社団法人 日本薬剤師会
一般社団法人 日本病院会
公益社団法人全日本病院協会
公益社団法人 日本精神科病院協会
一般社団法人 日本医療法人協会
公益社団法人全国自治体病院協議会
一般社団法人 日本私立医科大学協会
一般社団法人 日本私立歯科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公益社団法人 日本看護協会
一般社団法人全国訪問看護事業協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 日本慢性期医療協会
公益社団法人 国民健康保険中央会
公益財団法人 日本医療保険事務協会
独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部
国立研究開発法人 国立がん研究センター
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センタ一
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
国立研究開発法人 国立成育医療研究センタ一
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
独立行政法人地域医療機能推進機構
独立行政法人 労働者健康福祉機構
健康保険組合連合会
全国健康保険協会
社会保険診療報酬支払基金
各都道府県後期高齢者医療広域連合（47カ所）

財務省主計局給与共済課
文部科学省高等教育局医学教育課
文部科学省初等中等教育局財務課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
総務省自治行政局公務員部福利課
総務省自治財政局地域企業経営企画室
警察庁長官官房給与厚生課
防衛省人事教育局
大臣官房地方課
医政局医療経営支援課
保険局保険課
労働基準局補償課
労働基準局労災管理課
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保医発 0930第 1号
平成 27年 9月30日

殿

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

の一部改正等について使用薬剤の薬価（薬価基準）

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Jと
いう。）が、平成27年厚生労働省告示第411号をもって改正されるとともに、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Jという。）が、平成27年厚生労働省告示第41
2号をもって改正され、平成27年10月 1日付けで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j等について（平成26年 3月5日付け保医発0305第13号。以下「加算等後発医薬品通
知J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いたします。

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（注射薬1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。

計歯科用薬剤薬用外薬射注薬用内分区

0 5 9 + 7' 2 6 5 9 9 2, 0 9 6 A4 
3 3 8 1 0' 品目数

(3)・ 日本薬局方の一部を改正する件（平成26年厚生労働省告示第47号）に基づく経
過措置期間が平成27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
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載されている医薬品（内用薬品342目、注射薬102品目及び外用薬6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（注射薬 1品目）について、掲示事項等告示の別表第 7に収載するととに
より、平成28年4月 1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医
薬品から除外するものであること。

(2) (1）により掲示事項等告示の別表第 7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 ムー
品
目
白
ロ

品目数 1 6 6 1 0 4 5 7 。 3 2 7 

3 関係通知の一部改正について
加算等後発医薬品通知の別紙 1に別添1に掲げる医薬品を加え、平成27年10月1日

から適用する。
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［別添 1J 

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

薬価基準収載
区分

医薬品コード
成分名 規格 品名 メーカー名 薬 価

注射薬 3334403A1104 ダルテパリンナトリウム
5,000低分子へパ ダノレテパリンNa静注5000単位／ 共和クリティ
リン国際単位 1管 5mL「Kc C」 ケア株式会社

701 

1 I 1ページ

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



（参考 1)

薬価基準告示

Tぜo 薬価基準名 成分名 規格単位 薬価（円）

l副操 ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「KCCJ ダルテパリンナトリウム 5,000低分子へパリン国際単位 1管 701 

1 I 1ページ
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（参考2 ) 
掲示事項等告示

別表第7

No 薬価基準名 成分名 規格単位

1注射薬 ダノレテパリンNa静注5000単位／ 5mL「マイラン」 ダルテパリンナトリウム 5,000低分子へパリン国際単位 1管

1 I 1ベージ
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（参考 3)

薬価基潮告示

NO. 現行収戦名 変更収載名 続絡単位 収職場所

1 内m薬 アゼノレニジピン錠Bmg rNPJ ⑮アゼh ジピン錠Bmg rNPJ Bmgl錠 第 1的

2 内用熊 アゼノレニジピン錠自皿E rF F PJ ⑮アゼルニジピン錠Bmg 「FFPJ Sm g 1錠 第 1郁

3 内用集 アゼノレニジピン錠8mg rKoGJ ⑮アゼノレニジピン錠8mg rKOGJ 日同 g1健 第 1郁

4 内用採 アゼノレニジヒ・ン錠B皿g rケミファ」 ⑮アゼノレニジピン錠8mg 「ケミファ」 8mgl錠 mi抑

5 内用薬 アゼノレニジピン錠B皿g r J GJ (Ji§J 7ゼノレニジピン錠呂田 g r J GJ 8mgl錠 mi郁

6 内用車E アゼルニジヒ・ン錠Bm g 「タナベJ ⑮アゼノレエジピン錠Bmg fタナベJ Bmg！錠 第1郁

7 内用車E アゼノレニジピン錠8mg 「TCKJ ⑮ 7ゼ日ジピン錠Bmg 「TCKJ Bmgl錠 第 1前i

8 内剤薬 アゼル＝ジピン錠B阻 g 「テパj ⑮アゼノレエジピン錠Bmg 恥《j 8m g 1錠 第 1副l

9 内用薬 アゼノレニジヒ・ン錠Bmg 「トーワJ ⑮アゼルエジピン錠Bmg 「トワj 8回gI錠 買Il部

10 内lflil¥I[ アゼルニジピン錠8m g 「日医工j ⑮ アゼノレニジピン錠Bmg r日医工j Bmgl錠 第 1郁

11 内用薬 アゼルニジピン錠Bmg rvoJ ⑮アゼルニジピン錠8mg rvoJ B回g1錠 第1郁

12 内用集 アゼルニジピン錠 I6 mg rN PJ ⑮ アゼノレエジピン錠 1s ms rN P J I 6 mg 1錠 第l郁

13 内用薬 アゼルニジピン錠 16mg 「FF p J ⑮アゼノレニジピン錠16mgrFFP」 16mgl錠 第1郎

14 内用車E アゼノレニジピン錠 I6皿g rKOGJ ⑮アゼノレ＝ジピン錠 l6mg r1<0GJ I 6 mg I錠 第 1郎

16 内用薬 アゼルエジピン綻 16mg 「ケミ 77J ⑮アゼノレニジピン錠 16mg fケミ 77J 1 6 mg .J綻 第 1師

16 内用族 アゼノレエジピン錠 I6m g 「JGJ ⑮アゼルニジピン錠 1sm8rJGJ I 6m g I錠 第1郁

17 内用ill[ アゼノレニジピン錠 1日回 g 「タナベj ⑮アゼルエジピン錠 l6m g rタナベJ I 6 mg l錠 第1郎

18 内用!¥I[ アゼノレニジピン錠 16mg rTCKJ ⑮アゼルニジピン錠 l6mg rTCKJ 1日mg I錠 第1郁

19 内j司員長 アゼル＝ジピン錠 1日mg 「テパj ⑮アゼルニジピン錠 16mg r-:rパJ l 6 mg l錠 第1郎

20 内m縦 アゼルニジピン錠 16 mg rトーワj ⑮アゼルニジピン錠 I6 mg 「トーロj l 6 Jn g l錠 第1郎

21 内用車E アゼルニジピン錠 16 mg 「日医工j ⑮アゼルニジピン錠1日mg f日医工J I 8 mg l錠 第1郁

22 内用薬 アゼルニジピン錠 i・smg 「YDJ ⑮ アゼノレニジピン舵 16mg rvoJ I 6 mg I錠 m1郎

23 内m猿 アレロック錠2. 6 ⑮アレロック錠 2. 6 2. 5 mg I錠 第1郁

24 内用薬 アレロック錠E ⑩アレロック綻5 5 mg l錠 筋 I郁

26 内用車車 イフェンプロジルi酉石敵I且錠！ Omg 「TCKJ ⑮イアェンプロジノレ泊石削錠 lOmg fTCK」 I Om g I錠 第1郎

26 内用車E イフェンプロジルI酉石政組錠！ Omg 「YDJ ⑮イフェンプロジノレ澗石醐錠！ Omg fYDJ I 0 mg I錠 第1郁

27 内用旗 イフェンプロジル酒石殴j孟錠 20加 g fTCKJ ⑮イフェンプロジノレ泊石醐錠 20mg rTCKJ 2 0 mg I錠 第I郁

28 内周到E イフェンプロジルi酉石敵温錠 2oms rvoJ ⑮ィ7エンプロジJレ酒石醐錠2oms rvoJ 2 0 mg I錠 第1郁

29 内用薬
組問責ピノレジカイニドカプセル25 tn g Iタイ ⑮峨ピノレジカイニドカプセル25mg Iタイ

2 5 mg lカプセル 第1姉ヨーj ヨーl

30 内用獄
溢自費ピノレジカイエドカプセル6Orn g fタイ 編文） 塩3般－ピlノレジカイニドカプセ川 Omg r17イ 50tnglカプセル 第1郁ヨーl

31 内剤薬 エンドキサン錠50mg ⑮エンド村地50mg 50mgl錠 第1郁

32 内用車E オノレメテツク錠5mg ⑮オルメテツク錠5mg 6m g I錠 第1部

33 内用難 オルメテッタ錠 lOmg ⑮ オノレメテツク錠！ Omg I 0.m g I錠 第1郎

34 内用薬 オルメテッタ綻 20mg ⑮オルメテック錠 20 tn g 20mgl錠 第1部

36 内用猿 オルメテック錠40mg ⑮ オノレメテック錠40mg 4 om g l錠 第1郎

36 内用薬 オロパタジン邸前座錠2. 5m g rアメノレj ⑮オロパタジン蜘塩錠2 5mg 「アメ川 2. 5mg 1錠 第1郎

37 内用策 オロパタジン趨陛温錠2. 5m g fEEJ ⑮オロパ タ ジ ン 雌 雌2白 5mg 「EEJ 2. 5 mg I錠 耳~I 郁

38 内用策 オロパタジン晦微温錠2 sm s r AAJ ⑮オロパタジン塩積極錠2. 5mg rAAJ 2. 5 mg I錠 第1師

39 内用!¥I[ オロパタジン極殴極錠 2. 5mg rNsKKJ ⑮オロパ タ ジ ン 雌 雌2 5mg fNSKKJ 2. 5 mg I錠 第1仰

40 内用薬 オロパタジン温酸組錠2. 6 mg fME E KJ ⑮オロパ タ ジ ン 鵬 醐2. 5 mg 「MEEKJ 2. 5 mg l錠 第1郎

41 内用車産 オロパタジンj主険i亙錠2. 5同g 『オ｝ハラj ⑮オロパM ン峨雌2. 5m g 「オーハラj 2. 5mg I錠 第1師

42 内用調E オロパタジン極限温錠2. 5 mg r杏林J ⑮オロパ タ ジ ン 雌 雌2. 5 mg 「杏林J 2. 5 mg I錠 第1郁

43 内lftiJj! オロパタジン極酸Iii錠2 Em  g 「KOJ ⑮オロパタジン｝蹄雌2 5mg 「KOJ 2. 5mg 1錠 第1郁

44 内ITI!llf オロパタジン極圏全店錠2. 5m g 「KOGJ ⑮オロパ タ ジ ン 雌 蹴2. 5mg r1<0GJ 2. 5 mg I錠 第1郁

・15 内用薬 札オロパタジン極殿塩錠2 5m E 「ケミファJ ⑮オロパ タ ジ ン 糊 蹴2 5mg 「ケミファJ 2. 5 mg I錠 第1部

46 内!TI！車 オロパタジン温敗血錠2. 5m g 「サトウJ ⑮オロパタジン雌醐2. 5m g 「サトウJ 2. 5mgl錠 第1師

47 内用薬 オロパダジン極殿担能2. 5m g 「サワイ』 ⑮オロパ タ ジ ン 雌 蹴2. 5m g 「サワイj 2. 5mg I錠 第 l郎

・18 内j百薬 オロパタジンJ.Un量誼錠 2. 5回g 「サンドJ ⑮オロパタジン蹴雌2. 5 mg rサンドJ 2.5mgl錠 貫II部

49 内m猿 オロパタジン溢低温錠 2.6mgfJGJ ⑮オロパタジン鰍塩錠2. 6 mg 「JGJ 2. 5田区 1錠 買ll郁

50 内用旗 オロパタジン峰敵I主錠 2. 5mg fZEJ ⑮オロ ノ ザ ジ ン 峨 雌2. 5mg 「ZEJ 2. 5mgl錠 第1郎

51 内lftj¥1[ オロパタジン組依嵐錠2 Sm g ff;カタJ ⑮オロパ タ ジ ン 雌 幽2. 5m g 「タカタJ 2. 5rngl錠 第1郁

62 内f!l!¥li オロパずジン滋自主Iii錠2 5mg fTOAJ ，⑮オロパタジン制服2 5mg 「TOAJ 2. 5mgl錠 第1部

53 内m薬 オロパタジン庖険組錠2 5m g 「テパ」 ⑮オロパ タ ジ ン 蹴 蹴2. Sm g 「テバJ 2. 5mgl錠 第1郎

I I 9ベージ
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NO. 現行収載名 変更収載名 規格単位 収載場所

54 内用薬 オロパタジン塩敵極錠2 5皿 g fト－？J ⑮オロパ空ジン塩酸塩錠2 5 Ing 「トワJ 2. Smg 1錠 第1部

55 内用薬 オロパタジン極酸塩錠2. Smg 「日医工j ⑮オロパヂジン塩醐錠2. Smg 「日医工」 2. Smg 1錠 第1部

66 内用薬 オロパクジン塩酸盗錠2 5皿 g 「BMDJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠2. 5皿 E 「BMDJ 2. 5阻 g1錠 第1部

57 内用薬 オロパタジン塩酸塩錠2. Smg r77イザーJ ⑮オロパタジン塩醐錠2. Smg rファイザーJ 2. 5皿 g1錠 第1部

58 内用薬 オロパタジン温酸溢錠2. Smg r-vヤj ⑮オロパタジン塩酸塩錠2. 5mg 「マヤj 2. 5皿 g1錠 第1部

59 内用薬 オロパタジン塩酸塩錠2. 5皿 g 「明治j ⑮オロ パ タ ジ ン 雌 醐2. 5mg 「明治J 2. 5mg 1錠 第1部

60 内用薬 オロパタジン塩酸窓錠2 5皿 E rYDJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠2. 5mg rvDJ 2. 5mg 1錠 第1部

61 内用薬 オロパタジン塩酸海錠5回 E 「アメノレJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg rアメルJ 5皿 g1錠 第1部

62 内用薬 オロパタジン塩駿塩錠5mg 「EEJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg 「EEJ Smgl錠 第1部

63 内用薬 オロパタジン塩殴塩錠5mg rAAJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg rAAJ 5mgl錠 第1部

64 内用薬 オロパタジン塩酸溢錠Smg rNSKKJ ⑮オロパタジン塩醐錠5mg rNSKKJ 5mg 1錠 第1部

65 内用薬 オロパタジン塩酸塩錠5mE 「MEEKJ ⑧オロパタジン塩酸塩錠5mg rMEEKJ 5m g 1錠 第1部

66 内局薬 オロパタジジ塩酸塩錠5mg 「オーハラj ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg fオーハラ」 Smg 1媛 第1部

67 内用薬 オロパタジン塩酸塩錠5mg 「杏林J ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg 「杏林J 5m g 1錠 第1部

68 内用薬 オロパタジン塩酸誼錠5皿 g 「KOJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠Smg rKoJ 5匝 g1錠 第1部

69 内用薬 オロパタジン極酸塩錠Smg rKOGJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠Smg rKOGJ Smg 1錠 第1部

70 内用薬 オロパタジン旗酸盗錠5回 g 「ケミフアj ⑮オロパタジン塩醐錠5mg 「ケミフアJ 5皿 g1錠 第1部

71 内用薬 オロパタジン塩酸極錠Smg fサトウj ⑮オロパタジン塩酸塩錠5皿 g 「サトウj Smg 1錠 第1部

72 内用薬 オロパタジン盗酸塩錠5mg fサワイ1 ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg 「サロイJ 5mg 1錠 第1部

73 内用薬 オロパタジン嵐重量塩錠5tn g fサンド」 ⑧オロ パ タ ジ ン 雌 蹴5mg 「サンド」 5皿 g1錠 第1部

74 内用薬 オロパタジン極酸塩錠Smg 「JGJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg 「JGJ 5血 g1錠 第1部

75 内用薬 オロパヲジン塩酸温錠5皿 g 「ZEJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg rzEJ 5回 g1錠 第1部

76 内用薬 オロパタジン塩酸塩錠Sm.g 「タカタj ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg fタカタj 5mgl錠 第1都

77 内用薬 オロパタジン極酸塩錠5mg 「TOAJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠5tn g 「TOAJ 5mgl錠 第1部

7日 内用薬 オロパタジン極酸塩錠5mg 「テパj ⑮オロパタジン鵬塩錠Smg 「テパj Smgl錠 第1部

79 内用薬 オロパヲジン塩酸塩錠5皿 g rト－？J ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg 「ト－.？J Smg 1錠 第1部

80 内用薬 オロパタジン塩酸塩錠5皿 g r日医工j ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg 「日医工j Smgl錠 第1部

81 内用薬 オロパヂジン塩重量塩錠Smg 「BMDJ ⑮オロパタジン雌塩錠Smg fBMDJ 5mgl錠 第1部

82 内用薬 オロパクジン塩重量塩錠5回 g 「ファイザーj ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg rファイザー」 5mgl錠 第1部

83 内用薬 オロパタジン塩殻極錠5mg 「マヤ」 ⑮オロパタジン塩酸塩錠Smg 「マヤI Smg 1錠 第1部

84 内用薬 オロパタジン塩厳塩錠5皿 g f明治」 ⑮オロパタジン塩酸塩錠5mg 「明治J Smgl錠 第1部

85 内用薬 オロパタジン塩酸塩錠5皿 g 「YDJ ⑮オロパタジン塩酸塩錠Smg fYDJ 5 mg 1錠 第1部

86 内用薬 カルプロック錠8mg ⑮カノレプロック錠8mg 8mgl錠 第1郎

87 内用薬 カノレプロック錠16 mg ⑮カノレプロック錠16mg 1 6 mg 1錠 第1部

8日 内用薬 グッドミン錠0 25mg ⑮グッドミン錠0 25mg 0. 25mgl錠 第1部

89 内用薬 クりアナーノレ錠200mg ⑮ クリアナーノレ錠200mg 200ing.J錠 第1部

90 内用薬 コレパインミニ 83% ⑮コレパインミニ 83% 83%1g 第1部

91 内用薬 サンリズムカプセル25mg ⑮サンリズムカプセル2Sm 2 5回 g・lカプセノレ 第1部

92 内用薬 サンリズムカプセノレ50mg ⑮サンPズムカプセ川 Om 5 0皿 g1カプセノレ 第1部

93 内用薬 ジフノレカンカプセノレ50回 g ⑮ジブノレカンカプセル50mg 5 0回 g1カプセノレ 第1部

94 内用薬 ジフルカンカプセルlOOmg ⑮ジフノレカンカプセルlDOmg lDOmglカプセノレ 第1部

95 内用薬 スベPア錠20 0 ⑮スベY7錠20 0 2 0 0回 g1錠 第1部

96 内用薬 セパミット－Rカプセノレ 10 ⑮セ六ミット－R;IJプセ川口 lOmglカプセノレ 第1部

97 内用薬 セパミット－Rカプセノレ20 ⑮セパミットーRカプセ川 O 20mglカプセノレ 第1部

98 内用薬 セパミット－R細粒2% ⑮セパミット一時粒2% 2 % I g 第1部

99 内用薬 セパミット絢粒1% ⑮セパミット締粒1% 1%1 g 第1部

100 内用薬 ゾピラックス頼粒40% ⑮ゾピラックス頼粒40% 40%lg 第1部

101 内用薬 ゾピラックス錠20 0 ⑮ゾピラックス錠20 0 200mgl錠 第1部

102 内用薬 ゾピラックス錠40 0 ⑮ゾピラックス錠400 400mgl錠 第1部

103 内用薬 タリオン錠5mg ⑮タロオン錠5mg 5mgl錠 第1部

104 内用薬 タPオン錠 lOmg ⑮タPオン錠lOmg 1 0 mg 1錠 第1部

105 内用薬 パキシノレ錠5皿 g ⑮ パキシノレ錠5mg 5mgl錠 第1部

106 内用薬 パキシノレ錠 lOmg ⑮パキシノレ錠lOmg 1 Om g 1錠 第1節

107 内用薬 パキシノレ錠20回 g ⑮ パキシノレ錠20皿 g 20mgl錠 第1部
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!OB 内mlll! パロキセチン錠5皿 g 「アメノレj ⑮パロキセチン錠5rn g fアメルj 5mgl錠 第 1師

109 内m量産 パロキセチン錠5mg rEEJ ⑮パロキセチン錠5mg rEEJ 5mgl錠 買Il郎

110 内用薬 パロキセチン錠 5mg 「AAJ ⑮パロキセチン錠6mg rAAJ 5皿 g1錠 第1部

ll1 内Ill薬 パロキセチン錠Smg 「NPJ ⑮パロキセチン錠5mg rNPJ 5mgl錠 第 1飢

112 内mill: パロキセチン錠5mg rFJ . ⑮パロキセチン錠5皿 g rFJ 5mgl錠 第 1郎

113 内用集 パロキセチン錠5mg rFFPJ ⑮パロキセチン錠5rng rFFP」 5mgl錠 第 1郁

114 内用薬 パロキセチン錠Smg 「オーノ、ヲJ ⑮パロキセチン錠 5mg 「オーハラJ 5mgl錠 耳ll郎

116 内用孫 パロキセチン錠5mg f科研J ⑮パロキセチン錠5mg 「科研J 5皿 g1錠 第 1郁

116 内用薬 パロキセチン鈍 5mg rK_NJ ⑮パロキセチン錠5mg rKN 5mgl錠 筋1郎

117 内用薬 パロキセチン錠 5mg 「KOJ ⑮パロキセチン錠 5mg r1<0J 5mgl錠 第 1郁

118 内用薬 パロキセチン錠5mg 「KOGJ ⑮パロキセチン錠5mg rKOGJ 5m g I錠 第 1郁

119 内Ill柴 パロキセチン錠 5mg rケミファ」 ⑮パロキセチン錠5mg 「ケミ 7アJ 5mgl錠 第1郎

120 内mlll! パロキセチン錠5mg fサワイJ ⑮パロキセチン錠5mg 「サワイj 5m g 1錠 第 I郎

121 内用薬 パロキセチン院5mg fサンドj ⑮パロキセチン錠5mg fサンドJ 5 mg 1錠 第 1郁

122 内用艇 パロキセチン錠5田区「JGJ ⑮パロキげン錠5mg rJGJ 5m g I錠 第 1郁

123 内用薬 パロキセチン錠5mg rタカタj ⑮パロキセチン錠5mg rタカタJ 5mgl錠 第 1郁

124 内周薬 パロキセチン錠5mg fタナベJ ⑮パロキセチン錠5mg r,11ナベj 5 rn g I錠 第1郎

125 内用品E パロキセチン錠5In g 「DSE PJ ⑮パロキセチン錠5rng rosEPJ 5 rn g I錠 第 1師

126 内用薬 パロキセチン錠5皿 g rTSUJ ⑮パロキセチン錠5mg rTSUJ 5 mg I錠 調＼ 1郁

127 内庁i旗 パロキセチン錠5mg 「DKJ ⑮パロキセチン錠5mg roKJ 5 mg I錠 封11部

12日I勾用策 パロキセチン錠5In g 「TCKJ ⑮パロ村 チ ン 錠5mg rTcKJ 5m g I錠 筋1郁

129 内m薬 パロキセチン錠5mg 「テパI ⑮パロキセチン錠 5mg fテパJ 5回 gI錠 11¥J郁

130 内用猿 パロキセチン錠5mg 「トーワj ⑮パロキセチン錠5mg fトーワj 5mg l錠 第1郁

131 内用熊 パロキセチン錠 5ln g 「日医工j ⑮パロキセチン錠5mg f日医工j Sm g I錠 第 1郎

132 内用薬 パロキセチン錠5mg 「日新J ⑮パロキセチン錠 6mg r日新J 5 mg 1錠 11¥J郎

133 内1日系 パロキセチン錠 Smg 「ファイザーJ ⑮パロキセチン錠5mg IファイザーJ 5mgl錠 節1向l

134 内/Iii¥!: パロキセチン錠 5mg 「明治J ⑮パロキセチン錠5mg 「1月1台j 5mgl錠 第1郁

135 内m薬 パロキセチン錠5mg rvo1 ⑮パロキセチン錠5mg rvoJ 5mgl錠 第 1郎

136 内/Iii¥!: パロキセチン錠 1Omg r7メルJ ⑮パロキセチン錠 lOmg 「アメルJ I 0 mg 1錠 第 1郎

137 内用来 パロキセチン錠 IOmg rEEJ ⑮パロキセチン錠 IOmg rEEJ !Omgl錠 第1郁

13日内用車E パロキセチン錠 IOmgrAAJ ⑮パロキセチン錠 lOmg fAAJ lOrngl錠 第1部

139 内用薬 パロキセチン錠 IOmg rNPJ ⑮パロ村チン錠IOmg fNPJ 1 Om g 1錠 買lI部

140 内用車E パロキセチン錠 IOm g rF J ⑮パロキ げ ン 錠 101ng rFJ 1 0 mg 1錠 第 l部

141 内胤楽 パロキセチン錠！ Omg 「FF PJ ⑮パロキセチン錠 lOmg rFFPJ 1 Om g 1錠 第 1郁

142 内用薬 パロキセチン綻 1om g rオーハラj ⑩パロキセチン錠 IOmg fオーハヲJ IO mg I錠 第1郁

143 内用薬 パロキセチン錠 IOm g r科研j ⑮パロキセチン錠！ Omg f科研J lOmgl錠 第1郎

144 内用薬 パロキセチン錠！ OmgrKNJ ⑮パロキセチン綻 lOmg rKNJ I 0 mg 1錠 節 1部

146 内洞架 パロキセチン錠 1Om g 「KOJ ⑮パロキセチン錠 1Omg rKOJ 1 0回 g1錠 到ll郁

146 内用薬 パロキセチン錠 1Omg r1<0GJ ⑮パロキセチン錠 1Omg fKOGJ !Omgl錠 耳l1nil 

147 内m柴 パロキセチン錠 10 Ing fケミ 7アJ ⑮パロキセチン錠 10 hl g fケミフアJ 1 0回 g1錠 第1郁

148 内用薬 パロキセチン錠！ Omg 「サワイ」 ⑮パロキセチン錠 IOmg f'¥1-!7イJ 1 0回 g1錠 第 1郎

149 内用語E パロキセチシ錠！ Omg 「サンドJ ⑩パロキセチン錠！ Omg fサンドj !Omgl錠 第 1郎

160 内用集 パロキセチン錠！ Omg 「JGJ ⑮パロキセチン錠！ Omg fJGJ 1 0 mg I錠 第 1郁

151 内111!¥ll パロキセチン綻 10皿 g 「タカ :l'J ⑮パロキセチン錠 lOmg fタカ？J lOmgl錠 第 1郎

162 内周到区 パロキセチン錠 1Omg r9ナベj ⑮パロキセチン錠！ Omg f？ナベj IO mg I錠 買＼ I郎

153 内用薬 パロキセチン錠Iomg ro s E P J ⑮パロキセチン錠 Iomg ro s E P J 1 0回 g1錠 第 1郎

154 内用車E パロキセチン錠 1Om g 「TSUJ ⑮パロキセチン錠 1Omg fTSUJ 1 0回 gI錠 第 1郁

155 内Ill猿 パロキセチン錠 10皿 B ro1<J ⑮パロ刊行錠IOm g fDKJ !Otngl錠 第1郎

156 内周到E パロキセチン錠！ Omg 「TCKJ ⑮パロキセチン錠lOmgrTCKJ 1 0 mg I錠 第 1部

167 内用薬 パロキセチン錠 10皿 g 「テバj ⑮パロキセチン錠 lOmg fテパJ 1 0同区 1錠 第 1師

158 内問薬 パロキセチン錠 1Om g 「トーワj ⑮パロキセチン錠1Omg fトーワ」 1 0回 g1錠 第1部

169 内用lll! パロキセチン錠 10 mg r H医工J ⑮パロキセチン錠 1om g r13医工」 1 Om g 1錠 第 1部

160 内用猿 パロキセチン錠1Om g 「日新j ⑮パロキセチン錠lOmg 「日新J 1Omg1錠 第 1部

161 内用車E パロキセチン錠1Om g 「ファイザーJ ⑮パロキセチン錠！ Omg 「ファイザーJ 1 0 Ing 1錠 第 1郎

3 I 9ページ

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



NO. 現行収載名 変更収載名 規格単位 収載場所

162 内用薬 パロキセチン錠lOmg 「明治j ⑮パロキセチン錠lOmg 「明治j lOmgl錠 第1部

163 内用薬 パロキセチン錠10皿 g fYDJ ⑮パロキセチン錠1Omg fYDJ lOmgl錠 第1部

164 内用薬 パロキセチン錠20皿 g fアメルj ⑮パロキセチン錠20mg fアメノレj 20皿 g1錠 第1部

165 内用薬 パロキセチン錠2Om g 「EEJ ⑮パロキセチン錠2Omg fEEJ 20mgl錠 第1部

166 内用薬 パロキセチン錠2Omg fAAJ ⑮パロキセチン錠2Omg fAAJ 20mgl錠 第1部

167 内用薬 パロキセチン錠20皿 E fNPJ ⑮パロキセチン錠2Omg fNPJ 20mgl錠 第1部

168 内用薬 パロキセチン錠20mg fFJ ⑮パロキセチン錠2Omg fFJ 20mgl錠 第1部

169 内用薬 パロキセチン錠20阻 g 「FFPJ ⑮パロキセチン錠20mg fFFPJ 2 0皿 g1錠 第1部

170 内局薬 パロキセチン錠20皿 g fオーハラJ ⑮パロキセチン錠20mg fオーハラj 20mgl錠 第1部

171 内用薬 パロキセチン錠20皿 g f科研j ⑮パロキセチン錠20叫 20mgl錠 第1部

172 内用薬 パロキセチン錠2Omg fKNJ ⑮パロキセチン錠2Omg fKNJ 20mgl錠 第1部

173 内用薬 パロキセチン錠2Omg fKOJ ⑮パロキセチン錠2Omg fKOJ 20皿 g1錠 第1部

174 内用薬 パロキセチン錠2Omg fKOGJ ⑮パロキセチン錠20mg 「KOGJ 2 0回 g1錠 第1部

175 内用薬 パロキセチン錠2Om g 「ケミファJ ⑮パロキセチン錠20mg 「ケミフアJ 20mgl錠 第1部

176 内用薬 パロキセチン錠2Omg「サワイJ ⑮パロキセチン錠20mg 「サワイJ 2 Omg 1錠 第1部

177 内用薬 パロキセチン錠20mg 「サンドj ⑮パロキセチン錠20mg 「サンドJ 20mgl錠 第1部

178 内用薬 パロキセチン錠2Om g 「JGJ ⑮パロキセチン錠2Omg 「JGJ 20mgl錠 第1部

179 内用薬 パロキセチン錠20皿 g 「タカタJ ⑧パロキセチン錠20mg fタカタ」 20mgl錠 第1部

180 内用車E パロキセチン錠2Omg f~ナベj ⑮パロキセチン錠20mg 「タナベJ 2 0皿 g1錠 第1部

181 内用薬 パロキセチン錠20皿 g 「DSEPJ ⑮パロキセチン錠2Omg fDS EPJ 20mgl錠 第1部

182 内用薬 パロキセチン錠20mg fTSUJ ⑮パロキセチン錠20mg fTSUJ 20mgl錠 第1部

183 内用薬 パロキセチン錠2Omg「DKJ ⑮パロキセチン錠2Omg fDKJ 2 0皿 g1錠 第1部

184 内用車E パロキセチン錠20mg 「TCKJ ⑮パロキセチン錠20mg 「TCKJ 2 0皿 g1錠 第1部

185 内用薬 パロキセチン錠20回 g 「テパJ ⑧パロキセチン錠20mg げパJ 20mgl錠ー 第1部

186 内用薬 パロキセチン錠20mg 「トーワJ ⑮パロキセチン錠2Omg fトーワJ 20mgl錠 第1節

187 内用薬 パロキセチン錠20mg 「日医工J ⑮パロキセチン錠20mg 「日医工」 2 0回 g1錠 第1部

188 内用薬 パロキセチン錠2Om g 「日新J ⑮パロキセチン錠20mg 「日新J 2 Omg 1錠 第1部

189 内用薬 パロキセチン錠2Om g 「ファイザーj ⑮パロキセチン錠20mg fファイザー』 20mgl錠 第1部

190 内用薬 パロキセチン錠20回 g 「明治j ⑮パロキセチン錠20mg 「明1台」 20回 g1錠 第1部

191 内用薬 パロキセチン錠2Omg 「YDJ ⑮パロキセチン錠2Omg fYDJ 2 0皿 g1錠 第1部

192 内用薬 ピクロックス頼粒40% ⑮ピクロックス願粒40% 40%lg 第1部

193 内用薬 ピタパスタチンカノレシウム錠 lmg fKOJ ⑮ピヂパスタチンカルシウム錠lmg 「KO」 1mg1錠 第1部

194 内用薬 ピタパスタチンカルシウム錠1皿 g fZEJ ⑮ヒすパスタチンカルシウム錠1阻 g 「ZE」 1mg1錠 第1部

195 内用薬 ピタパ月タチンカノレシワム錠lmg 「日医工J ⑮ ヒ・タパスタチンカルシウム錠1皿 g 「日辰巳 1田 g1錠 第l部

196 内用薬 ピタパスタチンカノレシPム錠lmg fモチダj ⑮ヒ・タノ切チンカルシウム錠lmg 同チダJ 1mg1錠 第1部

197 内用薬 ピタパスタチンカルシウム錠2mg 「KOJ ⑮ピタパスタチンカルシウム錠2mg 「KOJ 2皿 g1錠 第1部

198 内用薬 ピタパスタチンカルシウム錠2mg fZEJ ⑮ ヒ・タパスタチンカルシウム錠2mg 「ZEJ 2mgl錠 第1部

199 内用薬 ヒ・タパスタチンカノレシウム錠2皿 g 「日医工J ⑮ ヒ・タパスタチンカルシウム錠2mg 「日医工j 2回 g1錠 第1部

200 内用薬 ピタパスタチンカノレシウム錠2mg 「モチダJ ⑮ヒ・タノ吋チンカルシウム錠2mg 「モチダ」 2皿 g1錠 第1部

201 内用薬 ヒ・タパスタチンカルシウム錠4mg fZEJ ⑮ピタパスタチンカノレシ抑制mg 「ZE」 4mgl錠 第1部

202 内用薬 ピタパスタチンCa錠lmg 「アメノレj ⑮ピタパスタチンCa錠lmg 「アメ州 1皿 g1錠 第1部

203 内用薬 ピタパスタチンCa錠lmg fEEJ ⑮ピタパスタチンCa錠lmg fEEJ lmgl錠 第1部

204 内用薬 ピタパスタチンCa錠lmg fNPJ ⑮ ヒ・タバスクチンcali£1 mg 「NPJ lmgl錠 第1部

205 内用薬 ピタパスタチンca錠lmg fFFPJ ⑮ピタパスタチンCa錠lmg 「FFP」 lmgl錠 第1部

206 内用薬 ピタパスタチンCa錠1皿 g fMEEKJ ⑮ピタパスタチンCali£lmg 「MEEKJ lmgl錠 第1部

207 内用薬 ピタパスタチンCa錠1皿 g f科研J ⑮ピタパスタチンCa錠lmg 「科研j lmgl錠 第l部

208 内用車E ピタパスタチンCa錠1皿 g 「杏林j ⑮ピクパスタチンca 1;£ 1 mg 「杏林」 lmgl錠 第1郎

209 内用薬 ピタパスタチンCa錠lmg 「ケミ 77J ⑮ピタパスタチンCa錠lmg 「ケミブ7J lmgl錠 第1部

210 内用薬 ピタパスタチンCa錠lmg 「サワイJ ⑮ピタパスタチンCal;Elmg 「サワイJ 1mg1錠 第1部

211 内用薬 ピタパスタチンCa錠lmg 「三和j ⑮ピタパスタチンca錠lmg 「三和」 lmgl錠 第1部

212 内用薬 ピタパスタチンCa 錠 lmg 「タカ ~J ⑧ピタパスタチンCal;El mg 「夕方タJ lmgl錠 第1部

213 内用薬 ピタパスタチンCa錠lmg 「ツノレハラJ ⑧ ピタパスクチンCa錠lmg 「ツノレハラj lmgl錠 第1部

214 内用薬 ピタパスタチンCa錠1皿 g 「TCKJ ⑮ピタパスタチンCa$El mg 「TCKJ lmgl錠 第1部

215 内用薬 ピタパスタチンCa錠lmg 「トーロJ ⑮ピタパスタチンcalif.1 mg 「トーワj lmgl錠 第1部
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216 内用薬 ピタパユタチンCa錠！ mg r日新J ⑮ ヒ・タパスタチンCa錠lmg f日新J 1 mg 1.錠 第 1郁

217 内用薬 ピタパスタチンCa錠lmg 「ファイザーJ ⑮ ヒ・タパスタチンCa錠lmg 「ファイザーj 1 tn g 1錠 第 1郎

218 内用薬 ピタパスタチンCa錠lmg 「明治J ⑮ピタパスタチンCa£i'.lmg f明1白J 1 mg 1錠 第 1部

219 内Ill薬 ピタパスタチンCa錠ltng fYDJ ⑮ピタパスタチンCa錠lmg fYDJ 1 Ing 1錠 第 1郎

220 内用薬 ピタパスタチンCa錠2mg rアメノレj ⑮ ヒ・タパスタチンC岬 2mg 「アメ川 2 Ing 1錠 第1郁

221 内R!J> ピタパ旦タチンCa錠2回 g fEEJ ⑮ ヒ・タパスタチンCa錠2mg fEEJ 2mgl錠 買!l郁

222 内用孫 ピタパ只タチンCa錠2mg fNPJ ⑮ ヒ・タパスタチンCa錠2mg fNP J 2 mg I錠 第 1郎

223 内用車E ピタパスタチンCa錠2mg fFFPJ ⑮ピタパスタチンCa錠2mg fFFPJ 2 Ing 1錠 第1前

224 内用寮 ピタパスタチンCa錠2mg fMEEKJ ⑮ピタパスタチンcaJlE2mg fMEEKJ 2m g I錠 第1郎

225 内用薬 ピタパスタチンCa錠2mg f科研j ⑮ヒ・タパリチンCa錠2mg r科研J 2mgl錠 第1郁

226 内用薬 ピタパスタチンCa錠2mg 「杏林j ⑮ピタパスタチンCa錠2mg f杏林j 2mgl錠 第 1飢

227 内m諸E ピタパスタチンCa錠2mg 「ケミファJ ⑮吋パ ス タ チ ンCa錠2mg 「ケミフアJ 2mg l錠 第 1郁

228 内用車E ピタパスクチンCa錠2同区「サワイJ ⑮ピタバスクチンCa錠2mg 「サワイJ 2mgl錠 第 1郎

229 内用薬 ピ伊パスタチンCa錠2Ing f三和I ⑮ ヒ・9パス9チンca錠2mg f三和J 2 mg 1錠 第 1部

230 内用J; ピタパスタチンCa錠2mg rタカタJ ⑮ピタパスタチンCa錠2Ing 「タカタj 2mgl錠 第1郎

231 内周到E ピタパスタチンCa錠2mg 「ツルハラI ⑮ピタパスヂチンCa錠2mg 「ツルハヲj 2m g 1錠 買ll郎参

232 内用旗 ピタノ〈スタチンcll綻2mg fTCKJ ⑮ピタパスタチンca£i'.2mg fTCKJ 2回 g1錠 第 1郁

233 内用車i ピ11パスタチンCa錠2mg fトーワJ ⑮円パス9チンCa錠2mg 「トーワJ 2 Ing 1館 第 1郁

234 内用薬 ピタパスタチンcll錠2mg r日新j ⑮ピタパスタチンCa錠2mg 「日新j 2m g 1錠 第 1郁

236 内Rli¥t ピタパスタチンCa錠2ms rファイザーJ ⑮ヒ・タバスげンca£i'.2mg 『ファイザー」 2 Ing 1銃 第 1郁

236 内用薬 ピタパスタチンCa錠2mg r明治j ⑮ピタパスタチンCa錠2mg r明治j 2回 g1錠 第1郁

237 内ffii¥t ピタパy、タチンCaI定2mg 「YDJ ⑮ピタパスタチンca錠2mg fYDJ 2 Ing 1錠 郷1郎

238 内用!Ill ピグパスタチンCR 錠4mg fアメノレj ⑮ピタパスヂチンca錠4mg fアメルj 4 mg 1綻 第 1抑

239 内用量産 ピタパスタチンCa錠4mg fEEJ ⑮ピタパスタチンca錠4mg fEEJ 4 mg 1錠 第l郎

240 内用薬 ピタパスゲチンCu錠4mg fNPJ ⑮ピクパスタチンCa錠4mg fNPJ 4 mg 1錠 第 1部

241 内用孫 ピタパスタチンCo錠4回 g f FF P J ⑮ピタパスタチンc8 Jlf4 Ing 「FF p J 4 mg 1錠 第1制l

242 内用車E ピタパ7.タチンc.錠4回 g fMEEKJ ⑮ ピ タパリチンca£i'.4mg fMEEKJ 4 mg 1錠 第 1郁

243 内用薬 ピヂノ《スタチンCn錠4mg fサワイj ⑮ピタ パ ス 付 ンca錠4mg 「サワイI 4 Ill g 1錠 買ll仰

244 内用業 ピタバスタチンCu錠4mg 「夕方タj ⑮ピタパスタチンCa錠4mg fタカタj 4 Ing 1院 第1向l

246 内用~ ピタパニぇタチンCa錠4mg rトーワj ⑮円パ ス ク チ ンC•*lf4mg rトーロJ 4 ID g 1錠
( 

第1郁

246 内問煎 ピタパスタチンCn錠4mg rファイザーj ⑮ピタパスタチンca Jlf4 mg fファイザーj 4 mg 1錠 第1部

247 内ffil¥11 ピタパスタチンCD錠4mg f明治j ⑮ W バ対チンca錠4mg r明1台j 4m包 1院 買ll抑

248 内用車E ヒソレシカイニド極敗血カプセル 26mg iサロ ⑮ピノレシカイニド趨醐カプセル25mg fサワ
2呂田 g1カプセル 第1前日イl イl

249 内Ill業 ピルシカイード極隊駐カプセル 25mg lタナ ⑮ど（レシカイエド蹴U プセル25mg Iタナ 25mg Iカプセノレ 第1郁....(I 

250 内用禁
ピノレシカイニドj且殴j且カプセル 25 mg Iトー ⑮ピロノIレシカイニ惜敗塩カプセル 25同区 fト 2 5冊 g1カプセノレ 第1飾ワj

251 内Rli¥t
ピルシカイード底般極カプセノレ25 m 8 r H医 ⑮工ピノlレシカイニド雌温カプセル25 Ing I日医 25mglカプセノレ 第1郁
工i

252 内用薬
ピルシカイニドj且敵底力プセノレ50mg lサワ ⑮ピノレシカイード雌肘プセ川口mg lサロ 5 0 Ing 1カプセル 第I郎イl イj

253 内周到E ピノレ、ンカイニド広陵底力プセル 60回 g I tタナ ⑮去（レシカイニド鰍坦カプセル50mg iタナ 50mgl力プセル 首ll郁
Jくl

254 内用車E ピノレシカイェド底敵庖カプセノレ50mg Iトー ⑮ピルシカイニド糊塩カプセル5Om g Iトー
50mglカプセノレ 第1郎

ワj ワi

255 内用旗
ピルシカイエド嵐般極カプセノレ 50回 g I日医 ⑮工ピノlレシガイニド雌温カプセル5Om g r日医 5 0 mg 1カプセノレ 第1郁
工l

256 内1司難 プラピックス錠25mg ⑮プラピックス錠25 In 25mgl錠 買ll郎

257 内用薬 プラピックz錠75mg ⑮プラピックス錠75mg 75mgl錠 第1郁

258 内用語E フリパスOD錠25皿 g ⑮ 7リパスOD錠25m 2 5 Ill g 1錠 第 1節

259 内用ill! 7Yノ〈スOD錠50阻 g ⑮ 7YパスOD錠50mg 50mgl錠 第1部

260 内用東 フリパスOD錠75mg ⑮フリパスOD錠75m 7 5 mg 1錠 第1嗣l

261 l勾m東 フリパス錠 25mg ⑮フリバス錠25m 2 5 mg 1錠 第 1郁

262 内用調E フリパス錠 50 tn g ⑮フリパス錠5Om 5 om g 1錠 第I郁

263 内用薬 フロパス錠75 tn g ⑮ 79バス錠75m 75mgl鎚 第 l部

264 内用薬 フルコナゾールカプセル 50 In g 「アメルj ⑮フルコナゾールカプセル50mg 「アメルj 50rnglカプセノレ 第1郎

265 内月i孫 フルコナゾールカプセノレ50mg 「FJ ⑮フノレコナゾールカプセル 50mg 「FJ 5 0回 g1カプセノレ 第 1部

266 内ffl!W ブノレコナゾールカプセノレ50 mg fサワイJ ⑮フルコナゾールカプセル50mg 「サワイJ 50mglカプセル 第1朗l

267 内Ill!¥!¥ フルコナゾ」ルカプセノレ 50mgf]GJ ⑮ フノレコナゾ］ノレカプセル50mg 「JGJ 50mglカプセル 第 1闘l

268 内用策 フルコナゾールカプセル lOOmg 「アメノレj ⑮ 7ノレ己ナゾールカプセル lOOmg 「アメルJ !OOmglカプセル 第 l耐l

269 内ffi!JI; フルコナゾーノレカプセル lOOmg 「FJ ⑮ 7ノレコナゾールカプセル 100mg 「FJ IOOmglカプセル 第1郎
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270 内用薬 ブノレコナゾーノレカプセノレ100皿 g rサヲイJ ⑮フルコナゾーノレカプセルlOOmg 「サロイJ lOOmglカプセノレ 第1部

271 内用薬 フノレコナゾーノレカプセノレlOOmg rJGJ ⑮フルコナゾーノレカプセ川 OOmg rJGJ lOOmglカプセル 第1部

272 内用薬 プレミネント毘合錠HD ⑮プレミネント齢制D 1錠 第1部

273 内用薬 プvミヰント配合錠Lb ⑮プレミヰント配合鍵LD 1錠 第1部

274 内用薬 ベナンザーノレ錠3mg ⑮ベナンザ｝ノレ錠3mg 3mg 1錠 第1部

275 内用薬 ミカノレディス錠ZOmg ⑮ ミカノレディス錠ZOmg ZOmg l錠 第1部

276 内用薬 ミカノレディス錠40mg ⑮ ミカノレディス錠40mg 40mgl錠 第1部

277 内用薬 ミカノレディス錠80mg ⑮ ミカノレディス錠80mg 80mgl錠 第1部

278 内用薬 メキタジン錠3皿 g fタイヨーj ⑮メキタジン錠3mg 「タイヨー」 3mgl錠 第1部

279 内用薬 メコパラミン錠Z5 0 μ g rYDJ ⑮メコパラミン錠Z50μg 「YD」 0. 2 5皿 g1錠 第1部

280 内用薬 メタクト混合錠HD ⑮メタクト配合錠HD 1錠 第1部

281 内用薬 メタクト配合錠LD ⑧メタクト配合錠LD 1錠 第1部

282 内用業 メチコパーノレ錠250μg ⑮メチ コ パ ー 峨250μg 0. 25mg 1錠 第1部

283 内用薬 メチコパーノレ錠500μg ⑮メチコパー峨50 0 μ g 0. 5mg 1錠 第1部

284 内用薬 号ネダックス錠50mg ⑮モネダツ抑制白血E 5 0皿 g1錠 第1部

28ij 内用薬 ユエシア百己合錠HD ⑮ユニシア配合錠HD 1錠 第1部

286 内用薬 ユニシア配合錠LD ⑧ユニシア混合錠LD 1錠 第1部

287 内用薬 ラフチジン錠5mg 「ファイザーj ⑮ラフチジン錠5mg 「ファイザーJ 5mgl錠 第1部

288 内用薬 ラフチジン錠1Omg rファイザーj ⑮ヲフチジン錠lOmg fファイザー」 1 0皿 g1錠 第1部

289 内用薬 ランドセン細粒o. 1 % ⑮ランドセン細粒0. 1 % 0. 1%1 g 第1部

290 内用薬 ランドセン絢粒0. 5% ⑮ランドセン細粒0. 5% 0. 5%1 g 第1部

291 内用薬 ランドセン錠lmg ⑮ランドセン錠lmg 1回 g1錠 第1部

292 内用薬 ランドセン錠2皿 g ⑮ランドセン錠2mg 2mgl錠 第1部

293 内用薬 リドーラ錠3皿 g ⑮ 日ドーラ錠3皿 g 3mgl錠 第1部

294 内用薬 Hパロ錠1皿 g ⑮ Pパロ錠lmg lmgl錠 第1部

295 内用薬 リパロ錠2mg ⑮ ロパロ錠2皿 g 2皿 g1錠 第1部

296 内剤薬 リパロ錠4mg ⑮ Pパロ錠4mg 4皿 g1錠 第1部

297 内用薬 Pボト Pーノレ細粒0. 1 % ⑮ Pポトトノレ細粒0 1% 0. lo/olg 第1部

298 内用薬 りボトロール細粒0. 5% ⑮ リボトリーノレ鮒0. 5% 0. 5% 1 g 第1部

299 内剤薬 リボトリール錠lmg ⑮ りポトリーノレ錠lmg 1 mg 1錠 第1部

300 内用薬 リボトリール錠Zmg ⑮ リボトトノレ錠2mg 2回 g1錠 第1部

301 内用薬 リポパス錠5 ⑮ Pポパス錠5 5m g 1錠 第1部

302 内用薬 リポパ只錠 10 ⑮ロポパス錠10 lOmgl錠 第1部

303 内用薬 りポパス錠20 ⑮ ロポパス錠20 2 0皿 g1錠 第1部

304 内用薬 レチコラン錠25Qμg ⑮レチコヲン錠250μg a. 25mgl錠 第1部

305 内用薬 レンドルミン錠O. 2 5mg ⑮ レンドノレミン錠0. 2 5mg a. 25mgl錠 第1部

306 内用薬 ロキソニン錠60mg ⑮ロキソニン錠60mg 60mgl錠 第1部

307 内用薬 ロキプロナーノレ錠60mg ⑮ロキプロナール錠60mg 60mgl錠 第1部

308 内用薬 ロサルタンカHウム錠25mg 「本草J ⑮ロサルタンカ Y7ム錠25mg 「本草j 25mgl錠 第1部

309 内用薬 ロサルタンカリウム錠25回 g 「マヤJ ⑮ロサノレタンカリウム錠25mg rマヤj 2 5mg 1錠 第1部

310 内用薬 ロサルタンカリウム錠25mg 「モチダJ ⑮ ロサノレグンカリウム錠25mg fモチダJ 25mgl錠 第1部

311 内用薬 ロサルタンカリウム錠50mg 「本草j ⑮ロサルタンカリウム錠5Omg r本草j 50mgl錠 第1部

312 内用薬 ロサノレタンカリウム錠50阻 g 「マヤJ ⑮ ロサノレタンカリウム錠50mg fマヤj 50皿 g1錠 第1部

313 内用薬 ロサルタンカ Hウム錠5Omg rモチダJ ⑮ ロサノレタンカリウム錠50mg fモチダ」 50mgl錠 第1部

314 内用薬 ロサルタンカロウム錠lOOmg 「モチダJ ⑮ロサルタンカリウム錠10 0皿 g 「モチダJ lOOmgl錠 第1部

315 内用薬 ロゼオーノレ錠60mg ⑮ロゼオール錠60mg 60mgl錠 第1部

316 内用薬 ロプ錠60皿 g ⑮ロプ錠60mg 60mgl錠 第1部

317 注射薬 イオソーノレ注30 0シリンジ50回 L ⑧イオソーノレ注30 0シリンジ50mL 6 4. 7 0も50回 L1筒 第2部

318 注射薬 イオソーノレ注30 0シPンジ80皿 L ⑮イオソーノレ注30 0シリンジ80mL 64. 71%80mL1筒 第2部

319 注射薬 イオソーノレ注30 0シリンジ10 0回 L ⑮イオトノレ注目。シリンジ lOOmL 64. 71%100mL1筒 第2部

320 注射薬 イオソーノレ注30 0シリンジ 12 5回 L ⑮イオソーノレ注目。シリンジ125mL 64. 71%125mL1筒 第2部

321 注射薬 イオyーノレ注30 0シリンジ 150mL ⑮イオソー／レ注目。シリンジ150mL 64. 71%150mLl街 第2部

322 注射薬 イオパーク 240注シリンジ lOOmL ⑮イオパーク 24 0注シりンジ lOOmL 51. 77%100血Ll筒 第2部

323 注射薬 イオパーク 30 0注シリンジ50mL ⑮イオパーク 30 0注シリンジ50mL 64. 71%50田 Ll筒 第2部

6 I 9ベージ

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



NO. 現行収載名 変更収4&名 草I絡単位 収餓場所

324 注射線 イオパーク 30 0注シリンジ80皿 L ⑮イオパーク 300注シリンジ80mL 6 4. 1 nも80回 L1筒 耳~2 部

326 注射策 イオパーク 30 0注シリンジ lOOmL ⑮イオパーク 300注シリンジlOOmL 64. 71o/olOOmLl筒 割問2郁

326 注射業 イオパーク 30 0注シリンジ 110回 L ⑮イオパーク 300注シリンジllOmL 64. 71%110mL1筒 第2郁

327 注射猿 イオパーク 30 0注シリンジ12 5皿 L ⑮イオパーク 30 0注シリンジ125mL 6 4. 1 nも125mL1筒 第2郎

32B 注射薬 イオパ｝ク 30 0注シリンジ 150mL ⑮イオパ］ク 30 0注シリンジ150mL 64. 71o/ol50mL1筒 筋2郁

329 注射東 イオパ｝ク 35 0注シリンジ70回 L ⑮イオパーク 35 0注シリンジ70mL 75. 49%70mL1筒 第2郎

330 注射楽 イオパーク 3.50注・ンリンジlOOmL ⑮イオパーク 35 ott~Y ンジ lOOmL 75. 49o/o100匝 L1筒 第2郁

331 注射策
イオパミドノレ30 0注シリンジ5OmL rH ⑮イI<オlパミドーノレ30 0 tt"' yンジ5OmL rH 61. 24%50回 L1筒 第2郎
Kl 

332 注射!JI: イオパミドール 300注シりンジ80mL 「H ⑮イKオjパミドール30 0注シリンジ BOmL「H 6 1 2 4 ~も BOmLl 筒 第2郎1<1 

333 注射薬
イオパミドール 30 0注シリンジ10 OmL rH ⑮イI<オIパミドール30 0注シPンジ 100mLrH 61 24o/olOOmL1筒 第2郁Kl 

334 注射薬 イオパミド－1レ30 0注2Om L 「HKJ ⑮イオパミトノレ30 0注目mL iHKJ 6 I目 20も20mLl版 買rz飾

336 注射薬 イオパミドール30 0注50加 L rHKJ ⑮ィオパミドー川口 0注目mL「HKJ 日1. 24%50mL1瓶 第2郎

336 注射東 イオパミドール300注lOOmLrHK」 ⑮イオパミドール30 0注10 0回 L rHKJ 日1. 24%100mL1版 第2郁

337 注射l¥1l イオパミド＿，レ37 0注シリンジ 50mL「H ⑮イKJオパミドール 37 0注シリンジ 5OmL rH 75. 52~も 50 回 L 1筒 第2郎
KJ 

33日注射業
イオパミドル37 0注シPンジ8OmL rH ⑮イKオlパミドル37 0註シリンジ80回 L IH 75. 52%80mL1術 第Z郎Kl 

339 注射線
イオパミドール37 0注シりンジ lOOrnLrH ⑮イKオIパミドル37 0注シリンジ lOOmLIH 7 5. 5 2払lOOmLl筒 買＼ 2部
Kl 

340 注射薬 イオパミドール37 0注20回 L rHKJ ⑮ィオパミドール370注2OmL IHKJ 75. 52%20mL1瓶 第2柿

341 法射策 イオパミドール37 0注目 OmL rHKJ ⑮イオパミドール37 0注目。叫 75. 52%50回 L1瓶 第2郎

342 注射薬 イオパミド｝ル 37 0注10 OmL rHKJ ⑮ イ オパミトル37 0注1OOmL rHKJ 75. 52%100rnLl瓶 第2郎

343 注射薬 イオパミロン注15 0 ⑮イオパミロン注 15 0 30. 62%50rnLl瓶 節、2郁

3<14 注射薬 イオパミロン注 I5 0 ⑮イオパミロン注 15 0 3 0. 6 2払200rnLl瓶 第2郁

3・16 注射薬 イオパミロン註30 0 ⑮イオパミロン注30 0 61. 24%20mL1*!¥ 第2部

346 注射l¥1l イオパミロン注30 0 ⑮ィオパミロン往30 0 日1. 24%50rnLl)f!( 買＼2郁

347 注射薬 イオパミロン注30 0 ⑮イオパミロン柱30 0 61. 24'/olOOmLl瓶 第2郁

348 注射猿 イオパミロン注300シ担ンジ ⑮イオパミロン注30 0シリンジ 6 1. 2 4 ~も 50mLl 筒 第2郎

349 注射業 イオパミロン注30 0シりンジ ⑮イオパミロン注30 0シリンジ 61. 24%80rnL1筒 第2郁

360 注射猿 イオパミロン注30 0シPンジ ⑮イオパミロン注30 0シリンジ 61. 24°/olOOrnLl附 第2郁

351 注射薬 イオパミロン詮37 0 ⑮イオパミロン注37 0 75. 52%20mL1瓶 第2郁

352 f主射策 イオパミロン柱37 0 ⑮イオパミロン注 37 0 75. 52%50岡 L1版 第2郎

353 注射策 イオパミロン注37 0 ⑮ィオパミロン注37 0 75. 52o/olOOmLl)f!( 第2部

364 注射東 イオパミロン注37 0シリンジ ⑮ィオパミロン注37 0＂＇リンジ 7 5. 5 2弘50mLl筒 第2郁

355 注射業 イオパミロン注37 0シ日ンジ ⑮イオパミロン注37 0シリンジ 75. 52%65mL1筒 買＼2郎

366 技射現E イオパミロン注37 0シりンジ ⑮イオパミロン註37 0シリンジ 7 5. 5 2私自 OmLl筒 第2郁

367 注射業 イオパミロン注37 0シリンジ ⑮イオパミロン注目 70シリンジ 75. 52o/olOOmL1筒 買＼2部

36自 注射薬
イオヘキソ ノレ30 0注シHンジ5OrnL rH ⑮イオヘキY ル30 0 tt~ リンジ 5 OmL rH 

64. 71%50mL1筒 第2抑
I( l Kl 

369 注射孫
イオへキソ ル30 0注シ日ンジ8OmL IH ⑮イKオlh キソ川口 0注シリシジ80回 L IH 64. 71%80mL1術 第2郎
I( I 

360 注射l¥1l イオヘキソ ル30 0注シPシジ lOOmLrH ⑮イKオIへキソル30 0注シリンジ IOOmLrH 64, 71%100mL1間 第2嗣ii(j 

361 注射!JI: イオへキソール30 0注シリンジ 125mLIH ⑮イKオlへキソーノレ 30 0注シリンジ 125mLIH 64, 71%125mL1筒 買＼2郁
Kl 

362 注射孫
イオヘキソーノレ300注シリンジ I5 0回 L・ IH 備てy）イKJオヘキYール30 0注シリンジ 150tnLrH 日4. 71%150mLl筒 第2郁
Kl 

363 注射旗 イKJオヘキソール 30 0注バッグ 10 0回 L rH ⑮ Kイオ1へキソール30 0注パツグ 1OOmL IH 64 71%100回 L1袋 第2郎

364 注射富良 イオベ担ンシリンジ30 0 ⑮イオ..－＜yンシリンジ30 0 日4. 7 1弘50mLl筒 第2郁

365 注射薬 イオベHンシリンジ30 0 ⑮ィオペリンシリンジ30 0 6 4 7 1弘80 m L 1筒 第2締

366 注射!JI: イオベPンシ担ンジ 30 0 ⑮イオペリンシリンジ30 0 6 4, 7 1%1 0 O.m L 1筒 第2郎

367 注射凝 イオペHン24 0注シロンジ 10 0回 L ⑮イオベリン24 0注シリンジ 100mL 51. 77%100mLl筒 第2郎

368 注射務 イオベリン 30 0住シリンジ 12 5rnL ⑮イオペリン30 0注シヲンジ 125mL 64. 71o/ol25mLl筒 第2部

369 注射薬 イオベリン 300注シリンジ 150rnL ⑩イオペリン 300注シリンジ 150mL 64. 71%150mLl惰 第2飢

370 注射薬 イオベリン 35 0注シリ yジ70 tn L ⑮ィオペリン 35 0注シリンジ7Orn L 75. 49%70mL1筒 姉2部

371 注射猿 エダラボン点滴飾注目 o・mg fファイザーJ ⑮エダラボン点滴静注30mg 「ファイザー」 30mg20mL1管 第2郎

372 注射薬 オイパロミン15 0注50mL ⑮オイパロミン 15 0注目mL 30. 62%50rnLl瓶 第2郎

373 注射務 オイパロミン 15 0注20 0回 L ⑮オイパロミン 15 0注200mL 30. 62o/o200mLl瓶 第2郁

374 注射薬 オイパロミン 300注シリンジ 50mL ⑮オイパロミン30 0注シリンジ 50m 6 1. 2 4私50mLI筒 第2帥

375 注射l¥1l オイパロミン 300注シりンジ80mL ⑮オイパロミン30011~ リンジ80mL 61. 24%80mLl筒 第2郎

376 注射l¥1l オイパロミン 300注シリンジ lOOmL ⑮オイパロミン 30 0注シりンジlOOmL 6 1. 2 4弘 10OmL1筒 第2郁

377 注射族 オイパロミン 30 0注シリンジ 150mL ⑮オイパロミン 300住シリンジ 15 0同 L 61. 24%150mLl筒 第2部
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378 注射薬 オイパロミン 30 0注20皿L ⑮オイパロミン 300注目mL 61. 24%20皿L1瓶 第 2郎

379 注射薬 オイパロミン30 0注50皿L ⑮オイパロミン300tf50mL 6 1. 2 4私50田L1瓶 第 2部

380 注射薬 オイパロミン 30 0注10 0回 L ⑮オイパロミン300注lOOmL 61. 24o/ol00皿Ll瓶 第 2部

381 注射薬 オイパロミン37 0注シロンジ5OmL ⑮オイパロミン37 0注シリンジ50mL 7 5目 52~も 5 0田Ll街 第 2部

382 注射薬 オイパロミン37 0注シPンジ80皿L ⑮オイパロミン37 0注げンジ80mL 75. 52o/o80mL1筒 第2部

383 注射莱 オイパロミン37 0注シリンジlOOmL ⑮オイパロミン37 0注シFンジ10 0皿L 7 5目 52~も 1 0 0皿Ll筒 第 2部

384 注射薬 オイパロミン 37 0注20mL ⑮オイパロミン37 0注目mL 75, 52~も 20mL1瓶 第 2部

386 注射薬 オイパロミン37 0注50回 L ⑧オイパロミン370注目皿L 75. 52o/o50mL1瓶 第2部

386 注射薬 オイパロミン37 0注10 0回 L ⑮オイパロミン370注lOOmL 75. 52o/ol00皿Ll瓶 第 2部

387 注射薬 オムニパーク 240注シリンジ 100回 L ⑮オムニパ｝ク 240注シリンジ10 0 tnL 51. 77o/ol00皿Ll筒 第2部

388 注射薬 オムエパーク 300注シリンジ50皿L ⑮オムニパーク 300注シりンジ50mL 64. 71%50皿Ll筒 第 2部

389 注射薬 オムニパーク 30 0注シPンジ80mL ⑧オムニパーク 300注シリンジ80mL 64. 71o/o80皿Ll筒 第 2部

390 注射薬 オムニパーク 30 0注シPンジlO・OmL ⑮オムニパーク 300tfYYンジlOOmL 64. 71o/olOOmL1筒 第 2部

391 注射薬 オムニパーク 30 0注シリン÷ジ11 0皿L ⑮オムニパーク 30 0注シリンジ llOmL 64. 7lo/o110mLl筒 第 2部

392 注射薬 オムニパーク 30 0注シ担ンジ126mL ⑮オムニパーク soottvYンジ125mL 64. 71o/o125回 L1筒 第 Z部

393 注射薬 オム＝パーク 30 0注シロンジ150mL ⑮オムニパーク 30 0注シPンジ15 0田L 64. 71o/o150mLl筒 第2部

394 注射薬 オムニパーク 35 0注シリンジ45mL ⑮オムニパーク 35 0注シリンジ45皿L 75. 49o/o45回 Ll筒 第 2部

395 注射薬 オムエパ｝ク 35 0注シリンジ7OmL ⑮オムニパーク 35 0注げンジ7OmL 75. 49o/o70皿L1筒 第 2部

396 注射薬 オムニパーク 35 0注シPンジ100回 L ⑮オムエパーク 35 0注げンジ10 0皿L 75. 49o/o100mL1街 第 2部

397 注射薬 ゾシン静注用 2. 2 5 ⑮ゾシン静注用 2. 2 5 (2.25g)l瓶 第 2部

398 注射薬 ゾシン静注用 4. 5 ⑮ゾシン静注用4. 5 (4. 5 g) 1瓶 第2部

399 注射薬 タキソテール点滴静注用 20mg ⑮タキソテーノレ点滴耐用 20mg 2'0回 gO. 5mL1瓶（溶解液付） 第2部

400 注射薬 グキソテール点滴静注用自 Omg ⑮タキソテーノレ点滴舶用 80mg 80回 g2皿Ll瓶（溶解液付） 第2部

401 注射薬 注射用エラスポーノレ10 0 ⑮注射用エラスポ一川口 O lOOmgl瓶 第 2部

402 注射薬 ドセタキセノレ点滴静注液20mg/2mL「ホス ⑮ ドセ舛セノレ点滅静注液20mg/2mLIホス
20mg2皿L1瓶 第 2部ヒ・ーラJ ピーラj

403 注射薬 ドセタキセノレ点滴静注液80mg/8mL「ホス ⑮ ドセ舛セノレ点滅静注液80皿g/8皿L 「ホス 80皿g8mL1瓶 第2部ピーラJ ピーラ l

404 注射薬
ドセタキセノレ点滴静主主液12 0回 g/l2mL ⑮ ドセタキセ刈滴静注液12 Omg/12mL 120皿gl2mLl瓶 第2部「ホスピーラj 「ホスピーラj

405 注射薬 ドセタキセノレ点滴静注用 20mg 「サワイ」 ⑮ ドセタキセノレ点滴静注用 20mg 「サワイj 20mg0, 5mL1瓶（溶解液付） 第 2部

406 注射薬 ドセタキセノレ点滴静注用 8Omg 「サワイj ⑮ ドセ舛セノレ点滴抑制 Omg 「サワイj 80mg2mL1瓶（溶解液付） 第 2部

407 注射薬 ノイアップ注25 ⑧ノイアップ注目 2 5 μ g 1瓶（溶解液付） 第2部

408 注射薬 ノイアップ注50 ⑧ノイアップ注目 5 0 μ g 1瓶（溶解液付） 第2部

409 注射薬 ノイアップ注10 0 ⑧ノイアップ注10 0 lOOμgl瓶（溶解被付） 第 2部

410 注射薬 ノイアップ注25 0 ⑮ノイアップ注25 0 250μgl瓶（溶解液付） 第 2部

411 注射薬 ノボリンR注フレックスベン ⑮ノボPンR注フレックスベン 3 0 0単位1キット 第2部

412 注射薬 ノポリンR注 1 0 0単位／mL ⑧ノボりンR注 1 0 0単位／mL 1 0 0単位1皿Lパイアル 第2部

413 注射薬 パイステ｝ジ注30 0シリンジ50mL ⑮パイステ｝ジ注30 0シリンジ50mL 61. 24o/o50mLl筒 第2部

414 注射薬 パイステージ注30 0シPンジ80mL ⑮パイステージ注30 0シリンジ80mL 61. 24o/o80mL1筒 第 2部

415 注射薬 パイステージ注37 0シリンジ50皿L ⑮パイステージ注37 0シリンジ50mL 75. 52o/o50田L1筒 第2部

416 注射薬 パイステ｝ジ注37 0シリンジ8OmL ⑮パイステージ注370シリンジ80皿L 75. 52o/o80mL1筒 第2部

417 注射薬 パイステ｝ジ注37 0シリンジ lOOmL ⑮パイステージ注370シリンジ100mL 75. 52o/olOOmL1筒 第 2部

418 注射薬 ヒュ－7 リンR注カート ⑮ヒュー＂yンR注カート 3 0 0単位1筒 第2部

419 注射薬 ヒューマリンR注ミロオペン ⑮ヒュー＂yンR注ミりオベン 3 0 0単位1キット 第 2部

420 注射薬 ヒュ｝γリンR注10 0単位／田L ⑮ヒ ユ－－＜ YンR注100単位／ml 1 0 0単位lmLパイアル 第2部

421 注射薬 ランタス注カート ⑮ラン抑制ート 3 0 0単位1筒 第2部

422 注射薬 ランタス注ソロスター ⑮ランタス注ソロスター 3 0 0単位1キット 第 2部

423 注射薬 ランタス注10 0単位／田L ⑮ ラン抑制 00単位／ml 1 0 0単位1皿Lパイアル 第 2都

424 注射薬 ロンタキソテーノレ点滴静注20mg/l皿L ⑮ワン件ソテ］ノレ点滴静注20mg/lmL 20mglmL1瓶 第 2部

425 注射薬 ワンタキソテーノレ点滴静注目 Omg/4mL ⑮ワンタキYテ一川棚註80mg/4mL 80111 g 4皿Ll瓶 第 2部

426 外用薬 アルファダカシノレ軟膏2μ g/g ⑮アルファタカシノレ開2μg/g 0. 0002o/olg 第 3部

427 外用薬 ゾピラックスBN軟膏3o/o ⑮ゾピラックスDH軟膏3o/o 3o/o1 g 第日部

428 外用薬 ピノレレタス版軟膏3o/o ⑮ 区ノレレクス娘軟膏3o/o 3 o/o 1 g 第 3郎

429 外用薬 ボンアルファ軟膏 2μ g/ g ⑮ボンアル77糊 2μg/g 0. 0002o/olg 第 3部

430 外用薬 ボンアノレファハイ軟膏20μg/g ⑮ポンアルフアハイ附20日／g 0. 002o/olg 第 3部

431 外周薬 レボアロキサシン点眼液0. 5 o/o「ファイザーj ⑮ レボアロキサシン点娘液0. 5 o/o「ファイザー」 O. 5o/olmL 第3部
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432 内用車高 フルコナゾ｝ノレカプセノレ50mg 「サンドJ ⑮ フノレコナゾーノレカプセル50mg 「サンドJ 50mglカプセル 第7師追術（3)

433 内用薬 フノレコナゾ｝ノレカプセノレ 10 0皿 g fサンドJ ⑮フルコナゾーノレカプセル10 0町「サンドj 100mglカプセル 第7部迫捕（ 3)

434 内用猿 アシクロピノレ頼粧40o/o「タカタI ⑮アシクロピノレ蜘40%『タカタJ 4Oo/o1 g 第B部迫補（4)

435 内刷業 ピタパスタチンカルシウム錠4mg rKoJ ⑮ ヒ・タパスタチンカルシウム錠4mg 「KOJ 4mgl錠 第B郁迫楠（4)

436 内llli襲 ヒ・タパスタチンカノレジウム錠4mg 「モチダj ⑮ヒ7パ旦タチンカルシウム錠4mg 「モチダJ 4mgl錠 第B郁迫補（4)

437 内用薬 ピタパ7'タチンCa錠4mg r科研j ⑮ピタパスタチンCa錠4mg f科研J 4mg1錠 第B部迫補（4)

438 内周到E フルコナゾーノレカプセノレ50mg f日医工J ⑮ フル口ナゾーノレカプセル5Qmg f日医工J 50mg lカプセノレ 第8部迫捕（4)

439. 内用猿 フルコナゾーノレカプセノレlOOmg 「日医ヱJ ⑮フノレコナゾー州プセ川 OOmg 「日医工J 100mg1カプセノレ 第B郎迫捕（4)

440 内照薬 メキグジン錠3mg 「TCKJ ⑮メキタジン錠3mg 「TCKJ 3mgl錠 節目郎迫繍（4)

441 内llll¥11 ロサルヒド配合錠LD 「EPJ ⑮ ロサノレヒド組合錠LD rEPJ 1錠 ms郁迫術（4)

442 内用孫 ロサノレヒド配合錠LD 「AAJ ⑮ ロサノレヒド配偶LD「AAJ 1錠 第B郎泊補（4)

443 内用薬 ロサノレヒド配合錠LDfSNJ ⑮ ロサノレヒド配偶LD rsNJ 1錠 第B部迫捕（4)

444 内用薬 ロサノレヒド肥合錠LD 『科研j ⑮ ロサノレヒド配偶LD r科研j 1錠 第8郎迫捕（4)

445 内用薬 ロサノレヒド自己合錠LD fKOJ ⑮ ロサノレヒド混合錠LDfKOJ 1錠 第B部迫輔I(4) 

446 内用車E ロサノレヒド西日合錠LD 「KOGJ ⑮ ロサノレヒド配偶LD rKoGJ 1錠 第8郁迫補（4)

447 内用薬 ロサルヒド自己合錠LD 「三和j ⑮ ロサノレヒド配合錠LDr三和」 1錠 第B郁追楠（4)

448 内用車E ロサルヒド配合錠LD rタカタJ ⑮ロサノレヒド齢錠LDfタカタJ 1錠 第B部迫捕（4)

44日内用薬 ロサノレヒド配合健LDfタナベJ ⑮ ロサノレヒド配合錠LD「夕刊」 1健 第B郎迫捕（4)

450 内用車E ロサルヒド配合錠LD 「DKJ ⑮ ロサノレヒド配偶LD rnKJ 1錠 第白剤追捕（4)

451 内llll¥11 ロサルヒド配合錠LD 「トーワJ ⑮ ロサノレヒド配合錠LDrトワ』 1錠 ms郁追捕（4)

452 内用薬 ロサルヒド混合錠LD 「明治J ⑮ロサルヒド配合錠LDf明治J 1綻 第Bf切迫檎（ 4)

453 注射薬 イオソ』ノレ波30 0シリンジ llOmL ⑮イオソ一地30 0シリンジ llOmL 日4. 7 1払llOmLl筒 第E郎迫捕（4)

464 注射架 イオへキソール30 0注シロンジllOmL 「Ii ＠）イオヘキソ－Iv3 0 0注シリンジ11omLrli a 4. 1 nもllOmLl筒 第8嗣1迫愉（4)
KJ KJ 

455 注射薬 イオヘキソール35 0注シロンジ70皿 L 「HKJ ⑮イオヘキソーノレ35 0注シリンジ 7OmL rHKJ 75. 49%70回 L1筒 節目郎迫捕（4)

456 注射瑛
イオヘキYーノレ35 0注シリンジ10 OmL rH （面）イオヘキソール35 0注シリンジlOOmLrH

75.49~も lOOmLl 筒 第B郁迫術（4)
KJ KJ 

457 注射集 イオベリン 35 0注シリンジ10 0皿 L ⑮イオベリン35 0注シリンジ1o om・L 75. 49o/o100mL1筒 第目前i迫捕（4)

468 内用車E ピルシカイニド庖敗血カプセノレ25m g 「TCKJ ⑮ヒW カイニドj鍋底力プセJv25mg fTCKJ 2 5回 g1カプセノレ 第12郁迫術（日）

459 内用来 オロパタジン溢殴極錠2. 5mg 「クニヒ口j ⑮オロパタジンJJ.I脚錠2. 5mg 「クニヒロ」 2. 5回 g1錠 第14郁迫捕（ 1 0) 

460 内用猿 オロパタジン底敵.IJi錠5岡 g 「クエヒロj ⑮オロパタマンI蹄蹴5mg fクニヒロ」 5mgl錠 第J4郎迫楠（ 1 0) 

461 内用禁 クロピドグレル錠50同区「タナベj ⑮ クロピドグレノレ錠50mg 「タナベ』 50mgl錠 第17郁泊補（ 1 3) 

462 内用薬 クロピドグレノレ錠5o mg 「Tc K」 ⑮ クロピドグレノレ錠50mg 「TCKJ 50mgl錠 第17脅n；自捕（ 13) 
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