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薬価基準収載医薬品コード 

 

2022 年 3 月 4 日付 令和 4 年 厚生労働省告示第五十七号において、 

「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件」が告示され、下記製品の薬価基準収載方式が

変更になります。（①銘柄名収載から統一名収載に変更、②統一名収載から銘柄名収載に変更） 

これに伴い、2022 年 4 月 1 日より薬価基準収載医薬品コードが変更になりますので、下記の 

通りご案内申し上げます。 

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

2022 年 3 月 

 

 

記 

 

1  対象製品 

①銘柄名収載から統一名収載となる品目：124 製品※ 

②統一名収載から銘柄名収載となる品目：44 製品 

 

※製品数に誤記がありました。訂正してお詫びいたします。（2022/3/11 更新） 

（誤）122 製品⇒（正）124 製品 

 

2  変更内容 

■薬価基準収載医薬品コード 

・収載方式の変更に伴い、2022 年 4 月 1 日より薬価基準収載医薬品コードが変更になります。 

 

＊対象製品およびコードの詳細につきましては、【別紙】薬価基準収載医薬品コード変更 品目一覧 

をご参照ください。 

 

以上 



【別紙】薬価基準収載医薬品コード変更 品目一覧 File No. EC1135-02

＊薬剤区分の記載はそれぞれ、内：内用薬、注：注射薬、外：外用薬を表しています。

①銘柄名収載から統一名収載となる品目：124製品（※1）

  　※1：製品数に誤記がありました。訂正してお詫びいたします。（誤）122製品⇒（正）124製品　（2022/3/11更新）

　※2：製品を追記しました。（2022/3/11更新）

変更前 変更後

内 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg｢EE｣ ゾルピデム酒石酸塩5mg錠 1129009F1084 1129009F1017 エルメッド

内 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg｢EE｣ ゾルピデム酒石酸塩5mg口腔内崩壊錠 1129009F3028 1129009F3010 エルメッド

内 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%｢日医工｣ バルプロ酸ナトリウム5%シロップ 1139004Q1119 1139004Q1011 日医工

内 ラモトリギン錠小児用2mg｢日医工｣ ラモトリギン2mg錠 1139009F1056 1139009F1013 日医工

内 ラモトリギン錠25mg｢日医工｣ ラモトリギン25mg錠 1139009F3075 1139009F3016 日医工

内 メロキシカム錠10mg｢日医工｣ メロキシカム10mg錠 1149035F2191 1149035F2019 日医工

内 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg｢EMEC｣ フルボキサミンマレイン酸塩25mg錠 1179039F1052 1179039F1010 エルメッド

内 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg｢日医工｣ フルボキサミンマレイン酸塩25mg錠 1179039F1168 1179039F1010 日医工

内 ミルナシプラン塩酸塩錠15mg｢日医工｣ ミルナシプラン塩酸塩15mg錠 1179040F1128 1179040F1012 日医工

内 ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg｢日医工｣ ミルナシプラン塩酸塩12.5mg錠 1179040F3058 1179040F3015 日医工

内 ミルナシプラン塩酸塩錠50mg｢日医工｣ ミルナシプラン塩酸塩50mg錠 1179040F4070 1179040F4011 日医工

内 クエチアピン錠25mg｢EE｣ クエチアピンフマル酸塩25mg錠 1179042F1054 1179042F1011 高田製薬

内 クエチアピン錠25mg｢日医工｣ クエチアピンフマル酸塩25mg錠 1179042F1160 1179042F1011 日医工

内 ブロナンセリン錠4mg｢日医工｣ ブロナンセリン4mg錠 1179048F2112 1179048F2015 日医工

内 ブロナンセリン錠8mg｢日医工｣ ブロナンセリン8mg錠 1179048F3119 1179048F3011 日医工

内 プロプラノロール塩酸塩錠10mg｢日医工｣ プロプラノロール塩酸塩10mg錠 2123008F1269 2123008F1013 日医工

内 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg｢日医工｣ イミダプリル塩酸塩2.5mg錠 2144008F1161 2144008F1013 日医工

内 イミダプリル塩酸塩錠5mg｢日医工｣ イミダプリル塩酸塩5mg錠 2144008F2168 2144008F2010 日医工

内 イミダプリル塩酸塩錠10mg｢日医工｣ イミダプリル塩酸塩10mg錠 2144008F3164 2144008F3016 日医工

内 テモカプリル塩酸塩錠1mg｢日医工｣ テモカプリル塩酸塩1mg錠 2144009F1158 2144009F1018 日医工

内 テモカプリル塩酸塩錠2mg｢日医工｣ テモカプリル塩酸塩2mg錠 2144009F2154 2144009F2014 日医工

内 テモカプリル塩酸塩錠4mg｢日医工｣ テモカプリル塩酸塩4mg錠 2144009F3150 2144009F3010 日医工

内 セリプロロール塩酸塩錠100mg｢日医工｣ セリプロロール塩酸塩100mg錠 2149029F1097 2149029F1011 日医工

内 ロサルタンカリウム錠25mg｢日医工｣ ロサルタンカリウム25mg錠 2149039F1309 2149039F1015 日医工

内 ロサルタンカリウム錠50mg｢日医工｣ ロサルタンカリウム50mg錠 2149039F2305 2149039F2011 日医工

内 バルサルタン錠20mg｢EE｣ バルサルタン20mg錠 2149041F1063 2149041F1012 エルメッド

内 バルサルタン錠20mg｢日医工｣ バルサルタン20mg錠 2149041F1284 2149041F1012 日医工

内 バルサルタンOD錠20mg｢日医工｣ バルサルタン20mg口腔内崩壊錠 2149041F5069 2149041F5018 日医工

内 バルサルタンOD錠40mg｢日医工｣ バルサルタン40mg口腔内崩壊錠 2149041F6065 2149041F6014 日医工

内 アゼルニジピン錠8mg｢日医工｣ アゼルニジピン8mg錠 2149043F1135 2149043F1011 日医工

内 アムロジピン錠2.5mg｢EMEC｣ アムロジピンベシル酸塩2.5mg錠 2171022F1061 2171022F1010 エルメッド

内 アムロジピン錠2.5mg｢日医工｣ アムロジピンベシル酸塩2.5mg錠 2171022F1355 2171022F1010 日医工

内 アムロジピンOD錠2.5mg｢日医工｣ アムロジピンベシル酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 2171022F3218 2171022F3013 日医工

内 アムロジピンOD錠2.5mg｢EMEC｣ アムロジピンベシル酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 2171022F3250 2171022F3013 エルメッド

内 プラバスタチンナトリウム錠5mg｢日医工｣ プラバスタチンナトリウム5mg錠 2189010F1365 2189010F1012 日医工

内 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg｢日医工｣ トコフェロールニコチン酸エステル200mgカプセル 2190006M2233 2190006M2012 日医工ファーマ

内 アマルエット配合錠3番｢EE｣ アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム3番錠 2190103F1046 2190103F1011 エルメッド

内 アマルエット配合錠4番｢EE｣ アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム4番錠 2190104F1040 2190104F1016 エルメッド

内 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg｢日医工｣ ブロムヘキシン塩酸塩4mg錠 2234001F1355 2234001F1010 日医工

内 ラフチジン錠5mg｢日医工｣ ラフチジン5mg錠 2325006F1117 2325006F1010 日医工

内 スクラルファート顆粒90%｢日医工｣ スクラルファート90%顆粒 2329008D1181 2329008D1017 日医工

薬剤区分 製品名 統一収載名
薬価基準収載医薬品コード

製造販売元



変更前 変更後

内 テプレノンカプセル50mg｢日医工｣ テプレノン50mgカプセル 2329012M1331 2329012M1013 日医工

内 テプレノンカプセル50mg｢日医工P｣ テプレノン50mgカプセル 2329012M1390 2329012M1013 日医工ファーマ

内 レバミピド顆粒20%｢日医工｣ レバミピド20%顆粒 2329021D1080 2329021D1012 日医工

内 レバミピド錠100mg｢EMEC｣ レバミピド100mg錠 2329021F1030 2329021F1013 大原薬品工業

内 レバミピド錠100mg｢日医工｣ レバミピド100mg錠 2329021F1226 2329021F1013 日医工

内 マグミット錠250mg 酸化マグネシウム250mg錠 2344009F1035 2344009F1019 協和化学工業

内 マグミット錠330mg 酸化マグネシウム330mg錠 2344009F2031 2344009F2015 協和化学工業

内 マグミット錠500mg 酸化マグネシウム500mg錠 2344009F4034 2344009F4018 協和化学工業

内 センノシド錠12mg｢ツルハラ｣ センノシド12mg錠 2354003F2383 2354003F2014 鶴原製薬

内 ウルソデオキシコール酸錠100mg｢ZE｣ ウルソデオキシコール酸100mg錠 2362001F2173 2362001F2017 全星薬品工業

内 イトプリド塩酸塩錠50mg｢日医工｣ イトプリド塩酸塩50mg錠 2399008F1152 2399008F1012 日医工

内 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg｢EE｣ モサプリドクエン酸塩2.5mg錠 2399010F1060 2399010F1010 エルメッド

内 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg｢日医工｣ モサプリドクエン酸塩2.5mg錠 2399010F1249 2399010F1010 日医工

内 モサプリドクエン酸塩錠5mg｢EE｣ モサプリドクエン酸塩5mg錠 2399010F2067 2399010F2016 エルメッド

内 モサプリドクエン酸塩錠5mg｢日医工｣ モサプリドクエン酸塩5mg錠 2399010F2245 2399010F2016 日医工

内 ポリカルボフィルCa細粒83.3%｢日医工｣ ポリカルボフィルカルシウム83.3%細粒 2399011C1069 2399011C1018 日医工

内 カリジノゲナーゼ錠25単位｢日医工｣ カリジノゲナーゼ25単位錠 2491001F5170 2491001F5013 日医工

内 カリジノゲナーゼ錠50単位｢日医工｣ カリジノゲナーゼ50単位錠 2491001F6192 2491001F6010 日医工

内 パンテチン錠100mg｢YD｣ パンテチン100mg錠 3133001F3163 3133001F3015 陽進堂

内 ピリドキサール錠30mg｢ツルハラ｣ ピリドキサールリン酸エステル30mg錠 3134003F3356 3134003F3011 鶴原製薬

内 メコバラミン錠250μg｢日医工｣ メコバラミン0.25mg錠 3136004F1107 3136004F1018 東菱薬品工業

内 メコバラミン錠500μg｢日医工｣ メコバラミン0.5mg錠 3136004F2308 3136004F2014 東菱薬品工業

内 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg｢日医工｣ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム30mg錠 3321002F2404 3321002F2013 日医工

内 トラネキサム酸錠250mg｢日医工｣ トラネキサム酸250mg錠 3327002F1193 3327002F1010 日医工

内 サルポグレラート塩酸塩錠50mg｢日医工｣ サルポグレラート塩酸塩50mg錠 3399006F1239 3399006F1018 日医工

内 サルポグレラート塩酸塩錠100mg｢日医工｣ サルポグレラート塩酸塩100mg錠 3399006F2235 3399006F2014 日医工

内 アスピリン腸溶錠100mg｢日医工｣ アスピリン100mg腸溶錠 3399007H1102 3399007H1013 日医工

内 グリメピリド錠1mg｢EMEC｣ グリメピリド1mg錠 3961008F1063 3961008F1012 エルメッド

内 グリメピリド錠1mg｢日医工｣ グリメピリド1mg錠 3961008F1268 3961008F1012 日医工

内 グリメピリド錠3mg｢EMEC｣ グリメピリド3mg錠 3961008F2060 3961008F2019 エルメッド

内 グリメピリド錠3mg｢日医工｣ グリメピリド3mg錠 3961008F2264 3961008F2019 日医工

内 グリメピリド錠0.5mg｢日医工｣ グリメピリド0.5mg錠 3961008F3074 3961008F3015 日医工

内 グリメピリド錠0.5mg｢EMEC｣ グリメピリド0.5mg錠 3961008F3090 3961008F3015 エルメッド

内 グリメピリドOD錠1mg｢EMEC｣ グリメピリド1mg口腔内崩壊錠 3961008F4038 3961008F4011 エルメッド

内 グリメピリドOD錠1mg｢日医工｣ グリメピリド1mg口腔内崩壊錠 3961008F4097 3961008F4011 日医工

内 グリメピリドOD錠3mg｢EMEC｣ グリメピリド3mg口腔内崩壊錠 3961008F5034 3961008F5018 エルメッド

内 グリメピリドOD錠3mg｢日医工｣ グリメピリド3mg口腔内崩壊錠 3961008F5093 3961008F5018 日医工

内 グリメピリドOD錠0.5mg｢EMEC｣ グリメピリド0.5mg口腔内崩壊錠 3961008F6030 3961008F6014 エルメッド

内 グリメピリドOD錠0.5mg｢日医工｣ グリメピリド0.5mg口腔内崩壊錠 3961008F6081 3961008F6014 日医工

内 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT｢日医工｣ メトホルミン塩酸塩250mgMT錠 3962002F2094 3962002F2019 日医工

内 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT｢日医工｣ メトホルミン塩酸塩500mgMT錠 3962002F3112 3962002F3015 日医工

内 ナテグリニド錠30mg｢日医工｣ ナテグリニド30mg錠 3969006F1062 3969006F1011 日医工

内 アレンドロン酸錠5mg｢日医工｣ アレンドロン酸ナトリウム5mg錠 3999018F1102 3999018F1013 日医工

内 アレンドロン酸錠5mg｢NIG｣（※2） アレンドロン酸ナトリウム5mg錠 3999018F1196 3999018F1013 日医工岐阜工場

内 ミノドロン酸錠50mg｢日医工｣ ミノドロン酸50mg錠 3999026F2103 3999026F2014 日医工

内 ミノドロン酸錠50mg｢NIG｣（※2） ミノドロン酸50mg錠 3999026F2138 3999026F2014 日医工岐阜工場

薬剤区分 製品名 統一収載名
薬価基準収載医薬品コード

製造販売元



変更前 変更後

内 メキタジン錠3mg｢日医工｣ メキタジン3mg錠 4413004F1286 4413004F1014 日医工

内 オキサトミド錠30mg｢日医工｣ オキサトミド30mg錠 4490005F1557 4490005F1018 日医工

内 エバスチン錠5mg｢日医工｣ エバスチン5mg錠 4490019F1141 4490019F1010 日医工

内 エバスチン錠10mg｢日医工｣ エバスチン10mg錠 4490019F2148 4490019F2016 日医工

内 エバスチンOD錠5mg｢日医工｣ エバスチン5mg口腔内崩壊錠 4490019F3136 4490019F3012 日医工

内 エバスチンOD錠10mg｢日医工｣ エバスチン10mg口腔内崩壊錠 4490019F4132 4490019F4019 日医工

内 セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%｢日医工｣ セチリジン塩酸塩1.25%シロップ用 4490020R1043 4490020R1019 日医工

内 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg｢EE｣ オロパタジン塩酸塩2.5mg錠 4490025F1058 4490025F1015 エルメッド

内 オロパタジン塩酸塩錠5mg｢日医工｣ オロパタジン塩酸塩5mg錠 4490025F2240 4490025F2011 日医工

内 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg｢日医工｣ オロパタジン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠 4490025F4120 4490025F4014 日医工

内 アモキシシリンカプセル250mg｢日医工｣ アモキシシリン250mgカプセル 6131001M2327 6131001M2017 日医工ファーマ

内 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%小児用｢日医工｣ セフカペン　ピボキシル塩酸塩100mg細粒 6132016C1094 6132016C1019 日医工ファーマ

内 セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg｢日医工｣ セフカペン　ピボキシル塩酸塩75mg錠 6132016F1082 6132016F1015 日医工ファーマ

内 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg｢日医工｣ セフカペン　ピボキシル塩酸塩100mg錠 6132016F2089 6132016F2011 日医工ファーマ

内 トスフロキサシントシル酸塩錠75mg｢日医工｣ トスフロキサシントシル酸塩75mg錠 6241010F1128 6241010F1012 日医工

内 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg｢日医工｣ トスフロキサシントシル酸塩150mg錠 6241010F2124 6241010F2019 日医工

内 ファムシクロビル錠250mg｢日医工｣ ファムシクロビル250mg錠 6250031F1110 6250031F1013 日医工

注 ブチルスコポラミン臭化物注20mg｢日医工｣ ブチルスコポラミン臭化物2%1mL注射液 1242401A1331 1242401A1013 日医工ファーマ

注 ジプロフィリン注300mg｢日医工｣ ジプロフィリン15%2mL注射液 2115401A1171 2115401A1015 日医工

注 フロセミド注射液20mg｢日医工｣ フロセミド20mg注射液 2139401A2196 2139401A2013 日医工

注 フルスルチアミン静注液50mg｢日医工｣ フルスルチアミン塩酸塩50mg20mL注射液 3122401A4145 3122401A4013 日医工ファーマ

注 パンテチン注200mg｢イセイ｣ パンテチン200mg注射液 3133400A3083 3133400A3016 コーアイセイ

注 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg｢日医工｣ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム0.5%5mL注射液 3321401A2170 3321401A2014 日医工

注 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg｢日医工｣ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム0.5%10mL注射液 3321401A3185 3321401A3010 日医工

注 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg｢日医工｣ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム0.5%20mL注射液 3321401A4246 3321401A4017 日医工

注 アミファーゲンP注20mL グリチルリチン・グリシン・システイン配合20mL注射液 3919502A1309 3919502A1015 ケミックス

注 グリファーゲン静注20mL グリチルリチン・グリシン・システイン配合20mL注射液 3919502A1406 3919502A1015 日医工ファーマ

注 オキサリプラチン点滴静注液50mg｢日医工｣ オキサリプラチン50mg10mL注射液 4291410A1134 4291410A1010 日医工

注 オキサリプラチン点滴静注液200mg｢日医工｣ オキサリプラチン200mg40mL注射液 4291410A3129 4291410A3013 日医工

注 テイコプラニン点滴静注用200mg｢日医工｣ テイコプラニン200mg注射用 6119401D1051 6119401D1019 日医工

注 テイコプラニン点滴静注用400mg｢日医工｣ テイコプラニン400mg注射用 6119401D2040 6119401D2015 日医工

注 メロペネム点滴静注用バッグ0.5g｢日医工｣ メロペネム500mgキット 6139400G1056 6139400G1013 日医工ファーマ

外 アズレン含嗽用顆粒0.4%｢日医工｣ アズレンスルホン酸ナトリウム0.4%顆粒 2260700C1106 2260700C1017 日医工

外 ポビドンヨードガーグル7%｢日医工｣ ポビドンヨード7%含嗽液 2260701F1352 2260701F1018 日医工

外 アルキルジアミノエチルグリシン消毒液10%｢日医工｣ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩10%液 2619716Q1258 2619716Q1010 日医工

外 ロキソプロフェンNaテープ50mg｢EE｣ ロキソプロフェンナトリウム(50mg)7cm×10cm貼付剤 2649735S2040 2649735S2016 エルメッド

外 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg｢日医工｣ ロキソプロフェンナトリウム(50mg)7cm×10cm貼付剤 2649735S2245 2649735S2016 日医工
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②統一名収載から銘柄名収載となる品目：44製品

変更前 変更後

内 ロフラゼプ酸エチル1mg錠 ロフラゼプ酸エチル錠1mg｢日医工｣ 1124029F1018 1124029F1158 日医工

内 アスピリン アスピリン｢日医工｣ 1143001X1015 1143001X1244 日医工

内 バルサルタン80mg錠 バルサルタン錠80mg｢EE｣ 2149041F3015 2149041F3066 エルメッド

内 バルサルタン80mg錠 バルサルタン錠80mg｢日医工｣ 2149041F3015 2149041F3287 日医工

内 バルサルタン160mg錠 バルサルタン錠160mg｢EE｣ 2149041F4011 2149041F4062 エルメッド

内 バルサルタン160mg錠 バルサルタン錠160mg｢日医工｣ 2149041F4011 2149041F4283 日医工

内 バルサルタン80mg口腔内崩壊錠 バルサルタンOD錠80mg｢日医工｣ 2149041F7010 2149041F7061 日医工

内 バルサルタン160mg口腔内崩壊錠 バルサルタンOD錠160mg｢日医工｣ 2149041F8017 2149041F8068 日医工

内 ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠 ロスバスタチン錠2.5mg｢EE｣ 2189017F1014 2189017F1049 エルメッド

内 ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠 ロスバスタチン錠2.5mg｢日医工｣ 2189017F1014 2189017F1227 日医工

内 ロスバスタチンカルシウム5mg錠 ロスバスタチン錠5mg｢EE｣ 2189017F2010 2189017F2045 エルメッド

内 ロスバスタチンカルシウム5mg錠 ロスバスタチン錠5mg｢日医工｣ 2189017F2010 2189017F2223 日医工

内 サルブタモール硫酸塩2mg錠 サルブタモール錠2mg｢日医工｣ 2254001F1013 2254001F1102 日医工

内 シロドシン2mg口腔内崩壊錠 シロドシンOD錠2mg｢EE｣ 2590010F3018 2590010F3042 エルメッド

内 シロドシン4mg口腔内崩壊錠 シロドシンOD錠4mg｢EE｣ 2590010F4014 2590010F4049 エルメッド

内 セファクロル細粒 セファクロル細粒10%｢日医工｣ 6132005C1010 6132005C1231 日医工

内 セファクロル細粒 セファクロル細粒20%｢日医工｣ 6132005C2017 6132005C2106 日医工

内 セフジトレン　ピボキシル100mg細粒 セフジトレンピボキシル細粒10%小児用｢日医工｣ 6132015C1014 6132015C1090 日医工ファーマ

内 セフジトレン　ピボキシル100mg錠 セフジトレンピボキシル錠100mg｢日医工｣ 6132015F1010 6132015F1070 日医工ファーマ

内 ノルフロキサシン100mg錠 ノルフロキサシン錠100mg｢EMEC｣ 6241005F1011 6241005F1259 エルメッド

内 ノルフロキサシン200mg錠 ノルフロキサシン錠200mg｢EMEC｣ 6241005F2018 6241005F2298 エルメッド

注 ジルチアゼム塩酸塩10mg注射用 ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg｢日医工｣ 2171405D1019 2171405D1051 日医工ファーマ

注 ジルチアゼム塩酸塩50mg注射用 ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg｢日医工｣ 2171405D2015 2171405D2066 日医工ファーマ

注 イセパマイシン硫酸塩200mg2mL注射液 イセパマイシン硫酸塩注射液200mg｢日医工｣ 6123404A1019 6123404A1108 日医工

注 イセパマイシン硫酸塩400mg2mL注射液 イセパマイシン硫酸塩注射液400mg｢日医工｣ 6123404A2015 6123404A2082 日医工

注 セファゾリンナトリウム250mg注射用 セファゾリンナトリウム注射用0.25g｢日医工｣ 6132401D1010 6132401D1061 日医工

注 セファゾリンナトリウム500mg注射用 セファゾリンナトリウム注射用0.5g｢日医工｣ 6132401D2017 6132401D2122 日医工

注 セファゾリンナトリウム1g注射用 セファゾリンナトリウム注射用1g｢日医工｣ 6132401D3013 6132401D3196 日医工

注 セファゾリンナトリウム2g注射用 セファゾリンナトリウム注射用2g｢日医工｣ 6132401D4010 6132401D4192 日医工

注 セファゾリンナトリウム1gキット セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ｢NP｣ 6132401G3010 6132401G3087 ニプロ

注 セフメタゾールナトリウム250mg静注用 セフメタゾールナトリウム静注用0.25g｢日医工｣ 6132408F1013 6132408F1056 日医工ファーマ

注 セフメタゾールナトリウム500mg静注用 セフメタゾールナトリウム静注用0.5g｢日医工｣ 6132408F2010 6132408F2052 日医工ファーマ

注 セフメタゾールナトリウム2g静注用 セフメタゾールナトリウム静注用2g｢日医工｣ 6132408F4012 6132408F4152 日医工ファーマ

注 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム0.75g静注用 ピシリバクタ静注用0.75g 6139504F1014 6139504F1103 日医工

注 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム1.5g静注用 ピシリバクタ静注用1.5g 6139504F2010 6139504F2037 日医工

注 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム3g静注用 ピシリバクタ静注用3g 6139504F3017 6139504F3068 日医工

外 クロモグリク酸ナトリウム100mg5mL点眼液 クロモグリク酸Na点眼液2%｢杏林｣ 1319717Q1014 1319717Q1367 キョーリンリメディオ

外 クロモグリク酸ナトリウム190mg9.5mL点鼻液 クロモグリク酸Na点鼻液2%｢杏林｣ 1329700Q1015 1329700Q1244 キョーリンリメディオ

外 フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg4mL点鼻液 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg｢日医工｣28噴霧用 1329707Q1017 1329707Q1238 日医工

外 フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg4mL点鼻液 フルチカゾン点鼻液50μg｢Nikp｣28噴霧用 1329707Q1017 1329707Q1246 日医工ファーマ

外 イソプロパノール50%液 消毒用イソプロパノール液50%｢ヤクハン｣ 2615701Q1015 2615701Q1457 ヤクハン製薬

外 イソプロパノール70%液 イソプロパノール消毒液70%｢ヤクハン｣ 2615701Q2011 2615701Q2402 ヤクハン製薬

外 クロトリマゾール1%軟膏 クロトリマゾールゲル1%｢日医工｣ 2655700M1014 2655700M1081 東興薬品工業

外 クロトリマゾール1%液 クロトリマゾール外用液1%｢日医工｣ 2655700Q2012 2655700Q2136 東興薬品工業
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