
＜5月1日流通移管分（確定）＞
変更前 変更後

バーコードシール貼付対象製品*1
対象/対象外 製造番号

アシクロビル錠２００ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114618108 (01)04987114618191 (01)14987114618105 1135305020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901031004 (01)04987901031097 (01)14987901031001 1135305040101 対象外 - 有
アシクロビル錠２００ｍｇ「ファイザー」 25錠×1PTP　 マイラン製薬株式会社 114618009 (01)04987114618092 (01)14987114618006 1135305020202 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901031103 (01)04987901031196 (01)14987901031100 1135305040201 対象外*2 -*2 有
アシクロビル錠４００ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114617903 (01)04987114617897 (01)14987114617900 1135381020104 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901031202 (01)04987901031295 (01)14987901031209 1135381040101 対象 062KAN 有
アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「ファイザー」 14P×10PTP ファイザー株式会社 114192103 (01)04987114192196 (01)14987114192100 1264845010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901033206 (01)04987901033299 (01)14987901033203 1264845030101 対象 A009AE7 有
アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「ファイザー」 14P×10PTP ファイザー株式会社 114192400 (01)04987114192493 (01)14987114192407 1264852010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901033305 (01)04987901033398 (01)14987901033302 1264852020101 対象 A011AE7 有
アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「ファイザー」 14P×10PTP ファイザー株式会社 114192707 (01)04987114192790 (01)14987114192704 1264869010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901033404 (01)04987901033497 (01)14987901033401 1264869030101 対象 A058AE8 有
アトモキセチンカプセル５ｍｇ「ファイザー」 14P×10PTP ファイザー株式会社 114191809 (01)04987114191892 (01)14987114191806 1264838010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901033107 (01)04987901033190 (01)14987901033104 1264838030101 対象 A010AE7 有
アムバロ配合ＯＤ錠「ファイザー」 100錠（10錠×10PTP） ダイト株式会社 114148506 (01)04987114148599 (01)14987114148503 1249354010101 ダイト株式会社 - 901034104 (01)04987901034197 (01)14987901034101 1249354020301 対象 2411012 無
アムバロ配合ＯＤ錠「ファイザー」 140錠（14錠×10PTP） ダイト株式会社 114148308 (01)04987114148391 (01)14987114148305 1249354010201 ダイト株式会社 - 901034203 (01)04987901034296 (01)14987901034200 1249354020401 対象 2411011 無
アムバロ配合ＯＤ錠「ファイザー」 700錠（14錠×50PTP） ダイト株式会社 114148407 (01)04987114148391 (01)14987114148404 1249354010202 ダイト株式会社 - 901034302 (01)04987901034296 (01)14987901034309 1249354020402 対象 2410612 無
アムバロ配合錠「ファイザー」 100錠（10錠×10PTP） ファイザー株式会社 114129406 (01)04987114129499 (01)14987114129403 1245554010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901033701 (01)04987901033794 (01)14987901033708 1245554020101 対象外 - 有
アムバロ配合錠「ファイザー」 140錠（14錠×10PTP） ファイザー株式会社 114129505 (01)04987114129598 (01)14987114129502 1245554010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901033800 (01)04987901033893 (01)14987901033807 1245554020201 対象外 - 有
アムバロ配合錠「ファイザー」 700錠（14錠×50PTP） ファイザー株式会社 114129604 (01)04987114129598 (01)14987114129601 1245554010202 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901033909 (01)04987901033893 (01)14987901033906 1245554020202 対象外 - 有
アムバロ配合錠「ファイザー」 500錠（BTL） ファイザー株式会社 114129703 (01)04987114129796 (01)14987114129700 1245554010301 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901034005 (01)04987901034098 (01)14987901034002 1245554020301 対象外 - 有
アリチア配合錠 10錠×10（PTP） マイラン製薬株式会社 114037800 (01)04987114037893 (01)14987114037807 1071863030101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901034708 (01)04987901034791 (01)14987901034705 1071863040301 対象外 - 無
アリチア配合錠 10錠×100（PTP） マイラン製薬株式会社 114037701 (01)04987114037893 (01)14987114037708 1071863030102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901034807 (01)04987901034791 (01)14987901034804 1071863040302 対象 383BEA 無
アリチア配合錠 1000錠（バラ） マイラン製薬株式会社 114037909 (01)04987114037992 (01)14987114037906 1071863030201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901034906 (01)04987901034999 (01)14987901034903 1071863040401 対象 381AE4*3 無
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 2錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114617606 (01)04987114617699 (01)14987114617603 1211351030103 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901035804 (01)04987901035897 (01)14987901035801 1211351050101 対象外 - 有
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 2錠×25PTP マイラン製薬株式会社 114617705 (01)04987114617699 (01)14987114617702 1211351030104 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901035903 (01)04987901035897 (01)14987901035900 1211351050102 対象外 - 有
アレンドロン酸錠５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114617507 (01)04987114617590 (01)14987114617504 1197754020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901035705 (01)04987901035798 (01)14987901035702 1197754040101 対象外 - 有
イソフルラン吸入麻酔液「ファイザー」 250ML マイラン製薬株式会社 114133403 (01)04987114133496 (01)14987114133400 1138948020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901036504 (01)04987901036597 (01)14987901036501 1138948030101 対象 237KKS 有
エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP ファイザー株式会社 114007704 (01)04987114007797 (01)14987114007701 1197761020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901038706 (01)04987901038799 (01)14987901038703 1197761040101 対象外 - 有
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP ファイザー株式会社 114002600 (01)04987114002693 (01)14987114002607 1124330020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901038300 (01)04987901038393 (01)14987901038307 1124330040101 対象外 - 有
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 10錠×50PTP ファイザー株式会社 114002709 (01)04987114002693 (01)14987114002706 1124330020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901038409 (01)04987901038393 (01)14987901038406 1124330040102 対象外 - 有
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP ファイザー株式会社 114002808 (01)04987114002891 (01)14987114002805 1124446020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901038508 (01)04987901038591 (01)14987901038505 1124446040101 対象外 - 有
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 10錠×50PTP ファイザー株式会社 114002907 (01)04987114002891 (01)14987114002904 1124446020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901038607 (01)04987901038591 (01)14987901038604 1124446040102 対象外 - 有
オキシドール「ホエイ」 500mL マイラン製薬株式会社 114035103 (01)04987114035196 (01)14987114035100 1057461590101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901041805 (01)04987901041898 (01)14987901041802 1057461650201 対象外 - 無
オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 70錠(7錠×10PTP) ダイト株式会社 114151100 (01)04987114151193 (01)14987114151107 1249415010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901044103 (01)04987901044196 (01)14987901044100 1249415030101 対象 2271011 有
オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 350錠（7錠×50PTP) ダイト株式会社 114151209 (01)04987114151193 (01)14987114151206 1249415010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901044202 (01)04987901044196 (01)14987901044209 1249415030102 対象 2271011 有
オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ダイト株式会社 114151308 (01)04987114151391 (01)14987114151305 1249415010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901044301 (01)04987901044394 (01)14987901044308 1249415030201 対象 2270813 有
オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 70錠(7錠×10PTP) ダイト株式会社 114149909 (01)04987114149992 (01)14987114149906 1249392010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901043502 (01)04987901043595 (01)14987901043509 1249392030101 対象 2571011 有
オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 350錠（7錠×50PTP) ダイト株式会社 114150004 (01)04987114149992 (01)14987114150001 1249392010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901043601 (01)04987901043595 (01)14987901043608 1249392030102 対象*2 2571011*2 有
オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ダイト株式会社 114150103 (01)04987114150196 (01)14987114150100 1249392010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901043700 (01)04987901043793 (01)14987901043707 1249392030201 対象 2570811 有
オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 70錠(7錠×10PTP) ダイト株式会社 114150509 (01)04987114150592 (01)14987114150506 1249408010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901043809 (01)04987901043892 (01)14987901043806 1249408030101 対象 2261011 有
オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 350錠（7錠×50PTP) ダイト株式会社 114150608 (01)04987114150592 (01)14987114150605 1249408010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901043908 (01)04987901043892 (01)14987901043905 1249408030102 対象 2261011 有
オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ダイト株式会社 114150707 (01)04987114150790 (01)14987114150704 1249408010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901044004 (01)04987901044097 (01)14987901044001 1249408030201 対象 2260811 有
オランザピン錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠(10錠×10PTP) ダイト株式会社 114153401 (01)04987114153494 (01)14987114153408 1249385010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901043205 (01)04987901043298 (01)14987901043202 1249385030101 対象*2 2251011*2 有
オランザピン錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ダイト株式会社 114153500 (01)04987114153593 (01)14987114153507 1249385010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901043304 (01)04987901043397 (01)14987901043301 1249385030201 対象 2250811 有
オランザピン錠１０ｍｇ「ファイザー」 500錠（バラ） ダイト株式会社 114153609 (01)04987114153692 (01)14987114153606 1249385010301 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901043403 (01)04987901043496 (01)14987901043400 1249385030301 対象 2251011 有
オランザピン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠(10錠×10PTP) ダイト株式会社 114152206 (01)04987114152299 (01)14987114152203 1249361010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901042604 (01)04987901042697 (01)14987901042601 1249361030101 対象*2 2230811*2 有
オランザピン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ダイト株式会社 114152305 (01)04987114152398 (01)14987114152302 1249361010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901042703 (01)04987901042796 (01)14987901042700 1249361030201 対象 2230811 有
オランザピン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 500錠（バラ） ダイト株式会社 114152404 (01)04987114152497 (01)14987114152401 1249361010301 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901042802 (01)04987901042895 (01)14987901042809 1249361030301 対象 2230811 有
オランザピン錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠(10錠×10PTP) ダイト株式会社 114152800 (01)04987114152893 (01)14987114152807 1249378010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901042901 (01)04987901042994 (01)14987901042908 1249378030101 対象 2241011 有
オランザピン錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ダイト株式会社 114152909 (01)04987114152992 (01)14987114152906 1249378010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901043007 (01)04987901043090 (01)14987901043004 1249378030201 対象 2240611 有
オランザピン錠５ｍｇ「ファイザー」 500錠（バラ） ダイト株式会社 114153005 (01)04987114153098 (01)14987114153002 1249378010301 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901043106 (01)04987901043199 (01)14987901043103 1249378030301 対象 2241011 有
オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠×10PTP） マイラン製薬株式会社 114194602 (01)04987114194695 (01)14987114194609 1258448010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901044608 (01)04987901044691 (01)14987901044605 1258448030101 対象外 - 有
オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 140錠（14錠×10PTP） マイラン製薬株式会社 114194800 (01)04987114194893 (01)14987114194807 1258448010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901044707 (01)04987901044790 (01)14987901044704 1258448030201 対象 M009AD6 有
オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 500錠（10錠×50PTP） マイラン製薬株式会社 114194701 (01)04987114194695 (01)14987114194708 1258448010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901044806 (01)04987901044691 (01)14987901044803 1258448030102 対象外*2 -*2 有
オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） マイラン製薬株式会社 114194909 (01)04987114194992 (01)14987114194906 1258448010301 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901044905 (01)04987901044998 (01)14987901044902 1258448030301 対象 M010AE4 有
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠×10PTP） マイラン製薬株式会社 114195302 (01)04987114195395 (01)14987114195309 1258455010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901045001 (01)04987901045094 (01)14987901045008 1258455030101 対象外 - 有
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 140錠（14錠×10PTP） マイラン製薬株式会社 114195500 (01)04987114195593 (01)14987114195507 1258455010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901045100 (01)04987901045193 (01)14987901045107 1258455030201 対象 M016AE4 有
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 500錠（10錠×50PTP） マイラン製薬株式会社 114195401 (01)04987114195395 (01)14987114195408 1258455010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901045209 (01)04987901045094 (01)14987901045206 1258455030102 対象外 - 有
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） マイラン製薬株式会社 114195609 (01)04987114195692 (01)14987114195606 1258455010301 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901045308 (01)04987901045391 (01)14987901045305 1258455030301 対象 M016BE4 有
オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠×10PTP） マイラン製薬株式会社 114196002 (01)04987114196095 (01)14987114196009 1258462010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901045407 (01)04987901045490 (01)14987901045404 1258462030101 対象外 - 有
オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファイザー」 140錠（14錠×10PTP） マイラン製薬株式会社 114196101 (01)04987114196194 (01)14987114196108 1258462010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901045506 (01)04987901045599 (01)14987901045503 1258462030201 対象外 - 有
オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠×10PTP） マイラン製薬株式会社 114194206 (01)04987114194299 (01)14987114194203 1258431010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901044509 (01)04987901044592 (01)14987901044506 1258431030101 対象 M006AE7 有
カチリ「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114021304 (01)04987114021397 (01)14987114021301 1064834300101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901046206 (01)04987901046299 (01)14987901046203 1064834310101 対象外 - 無
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製造販売承認の承継及び流通移管のご案内：製品リスト
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＜5月1日流通移管分（確定）＞
変更前 変更後

バーコードシール貼付対象製品*1
対象/対象外 製造番号

カルタンＯＤ錠２５０ｍｇ 100錠（PTP） マイラン製薬株式会社 114007902 (01)04987114007995 (01)14987114007909 1197778020101 マイラン製薬株式会社 - 901047906 (01)04987901047999 (01)14987901047903 1197778030101 対象外 - 無
カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 100錠（PTP） マイラン製薬株式会社 114008107 (01)04987114008190 (01)14987114008104 1197785030101 マイラン製薬株式会社 - 901048002 (01)04987901048095 (01)14987901048009 1197785040301 対象 M186AE9 無
カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 500錠（PTP） マイラン製薬株式会社 114008206 (01)04987114008190 (01)14987114008203 1197785030102 マイラン製薬株式会社 - 901048101 (01)04987901048095 (01)14987901048108 1197785040302 対象 M184AE7 無
カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 1000錠（PTP） マイラン製薬株式会社 114008305 (01)04987114008190 (01)14987114008302 1197785030103 マイラン製薬株式会社 - 901048200 (01)04987901048095 (01)14987901048207 1197785040303 対象 M187AEA 無
カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 500錠（瓶） マイラン製薬株式会社 114008404 (01)04987114008497 (01)14987114008401 1197785030201 マイラン製薬株式会社 - 901048309 (01)04987901048392 (01)14987901048306 1197785040401 対象 M185AE8 無
カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 1000錠（瓶） マイラン製薬株式会社 114008503 (01)04987114008596 (01)14987114008500 1197785030301 マイラン製薬株式会社 - 901048408 (01)04987901048491 (01)14987901048405 1197785040501 対象 M189AEB 無
グルコン酸クロルヘキシジン液（２０ｗ／ｖ％） 500mL 東洋製薬化成株式会社 114097101 (01)04987114097194 (01)14987114097108 1059168170101 東洋製薬化成株式会社 - 901054300 (01)04987901054393 (01)14987901054307 1059168180101 対象外 - 無
クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ファイザー」 5mL×10本 マイラン製薬株式会社 114139207 (01)04987114139290 (01)14987114139204 1021592030102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901054102 (01)04987901054195 (01)14987901054109 1021592040101 対象 M026AE7 有
ジアスターゼ「ホエイ」 500g（缶） マイラン製薬株式会社 114028006 (01)04987114028099 (01)14987114028003 1046182380101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901057103 (01)04987901057196 (01)14987901057100 1046182400301 対象外 - 無
ジアスターゼ「ホエイ」 1kg（缶） マイラン製薬株式会社 114027900 (01)04987114027993 (01)14987114027907 1046182380201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901057202 (01)04987901057295 (01)14987901057209 1046182400401 対象外 - 無
ジカベリン注２ｍＬ 2mL×100 管 シオノケミカル株式会社 114057709 (01)04987114057792 (01)14987114057706 1011272050101 シオノケミカル株式会社 - 901057301 (01)04987901057394 (01)14987901057308 1011272070201 対象 JZ02 無
ジカベリン注５ｍＬ 5mL×100 管 シオノケミカル株式会社 114057808 (01)04987114057891 (01)14987114057805 1011326060101 シオノケミカル株式会社 - 901057400 (01)04987901057493 (01)14987901057407 1011326080201 対象外 - 無
シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ファイザー」 10バイアル マイラン製薬株式会社 114012104 (01)04987114012197 (01)14987114012101 1238198010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901058902 (01)04987901058995 (01)14987901058909 1238198030101 対象 M017AE1 有
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「マイラン」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114251008 (01)04987114251091 (01)14987114251005 1234411010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901061803 (01)04987901061896 (01)14987901061800 1234411030101 対象*2 M039AEB*2 有
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「マイラン」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114251107 (01)04987114251091 (01)14987114251104 1234411010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901061902 (01)04987901061896 (01)14987901061909 1234411030102 対象 M039BEB 有
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「マイラン」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114251305 (01)04987114251398 (01)14987114251302 1234404010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901061605 (01)04987901061698 (01)14987901061602 1234404030101 対象*2 M018AE9*2 有
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「マイラン」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114251404 (01)04987114251398 (01)14987114251401 1234404010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901061704 (01)04987901061698 (01)14987901061701 1234404030102 対象 M018BE9 有
シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイラン」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114600004 (01)04987114600097 (01)14987114600001 1131475020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901061407 (01)04987901061490 (01)14987901061404 1131475040101 対象 M020AE9 有
シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイラン」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114600103 (01)04987114600097 (01)14987114600100 1131475020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901061506 (01)04987901061490 (01)14987901061503 1131475040102 対象 M016AE3 有
シロスタゾール錠５０ｍｇ「マイラン」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114600202 (01)04987114600295 (01)14987114600209 1131345020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901061209 (01)04987901061292 (01)14987901061206 1131345040101 対象外 - 有
シロスタゾール錠５０ｍｇ「マイラン」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114600301 (01)04987114600295 (01)14987114600308 1131345020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901061308 (01)04987901061292 (01)14987901061305 1131345040102 対象 M015AE4 有
シンバスタチン錠１０ｍｇ「マイラン」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114011008 (01)04987114011091 (01)14987114011005 1163544020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901062404 (01)04987901062497 (01)14987901062401 1163544030101 対象外 - 有
シンバスタチン錠２０ｍｇ「マイラン」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114011206 (01)04987114011299 (01)14987114011203 1163551020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901062503 (01)04987901062596 (01)14987901062500 1163551040101 対象外*2 -*2 有
シンバスタチン錠５ｍｇ「マイラン」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114010803 (01)04987114010896 (01)14987114010800 1152456020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901062206 (01)04987901062299 (01)14987901062203 1152456040101 対象外*2 -*2 有
シンバスタチン錠５ｍｇ「マイラン」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114010902 (01)04987114010896 (01)14987114010909 1152456020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901062305 (01)04987901062299 (01)14987901062302 1152456040102 対象外 - 有
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 250mL マイラン製薬株式会社 114027702 (01)04987114027795 (01)14987114027709 1182194020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901065504 (01)04987901065597 (01)14987901065501 1182194040101 対象 385KKS*3 有
セラピナ配合顆粒 1g×1200包 シオノケミカル株式会社 114056702 (01)04987543063715 (01)14987114056709 1016079070101 シオノケミカル株式会社 - 901065603 (01)04987901065696 (01)14987901065600 1016079090201 対象 JS01 無
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 6錠×2PTP マイラン製薬株式会社 114118806 (01)04987114118899 (01)14987114118803 1241730010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901067201 (01)04987901067294 (01)14987901067208 1241730030101 対象 M043AEC 有
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 500g バラ マイラン製薬株式会社 114205001 (01)04987114205094 (01)14987114205008 1041668300201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901068604 (01)04987901068697 (01)14987901068601 1041668380101 対象外*2 -*2 有
チオラ錠１００ 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114004307 (01)04987114004390 (01)14987114004304 1084474030101 マイラン製薬株式会社 - 901068901 (01)04987901068994 (01)14987901068908 1084474040301 対象 EL9473 無
チオラ錠１００ 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114004406 (01)04987114004390 (01)14987114004403 1084474030102 マイラン製薬株式会社 - 901069007 (01)04987901068994 (01)14987901069004 1084474040302 対象*2 EL9470R*2 無
チオラ錠１００ 10錠×100PTP マイラン製薬株式会社 114004505 (01)04987114004390 (01)14987114004502 1084474030103 マイラン製薬株式会社 - 901069106 (01)04987901068994 (01)14987901069103 1084474040303 対象*2 EL9464*2 無
チオラ錠１００ 1000錠 バラ マイラン製薬株式会社 114004208 (01)04987114004291 (01)14987114004205 1084474030201 マイラン製薬株式会社 - 901069205 (01)04987901069298 (01)14987901069202 1084474040401 対象 EK3795 無
トアラセット配合錠「ファイザー」 10T×10PTP マイラン製薬株式会社 114202703 (01)04987114202796 (01)14987114202700 1264876010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901070805 (01)04987901070898 (01)14987901070802 1264876030101 対象 M023CEB 有
トアラセット配合錠「ファイザー」 10T×50PTP マイラン製薬株式会社 114202802 (01)04987114202796 (01)14987114202809 1264876010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901070904 (01)04987901070898 (01)14987901070901 1264876030102 対象 M023BEB 有
トアラセット配合錠「ファイザー」 300T B マイラン製薬株式会社 114202901 (01)04987114202994 (01)14987114202908 1264876010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901071000 (01)04987901071093 (01)14987901071007 1264876030201 対象 M023AEB 有
トコフェロール酢酸エステルカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 12錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114138804 (01)04987114138897 (01)14987114138801 1071443020103 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901071406 (01)04987901071499 (01)14987901071403 1071443030101 対象*2 M016AEC*2 有
トコフェロール酢酸エステルカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 12錠×100PTP マイラン製薬株式会社 114138903 (01)04987114138897 (01)14987114138900 1071443020104 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901071505 (01)04987901071499 (01)14987901071502 1071443030102 対象 M016BEC 有
ネグミンシュガー軟膏 100g×1チューブ マイラン製薬株式会社 114041807 (01)04987114041890 (01)14987114041804 1066913060101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901074506 (01)04987901074599 (01)14987901074503 1066913070401 対象外 - 無
ネグミンシュガー軟膏 100g マイラン製薬株式会社 114042002 (01)04987114042095 (01)14987114042009 1066913060201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901074605 (01)04987901074698 (01)14987901074602 1066913070501 対象外*3 -*3 無
ネグミンシュガー軟膏 500g マイラン製薬株式会社 114041906 (01)04987114041999 (01)14987114041903 1066913060301 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901074704 (01)04987901074797 (01)14987901074701 1066913070601 対象外*2 -*2 無
バルサルタン錠１６０ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP ファイザー株式会社 114583307 (01)04987114583390 (01)14987114583304 1234398010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901076203 (01)04987901076296 (01)14987901076200 1234398020101 対象外 - 有
バルサルタン錠１６０ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP ファイザー株式会社 114583406 (01)04987114583499 (01)14987114583403 1234398010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901076302 (01)04987901076395 (01)14987901076309 1234398020201 対象外 - 有
バルサルタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP ファイザー株式会社 114581907 (01)04987114581990 (01)14987114581904 1234367010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901075503 (01)04987901075596 (01)14987901075500 1234367020101 対象外 - 有
バルサルタン錠４０ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP ファイザー株式会社 114582201 (01)04987114582294 (01)14987114582208 1234374010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901075602 (01)04987901075695 (01)14987901075609 1234374020101 対象外 - 有
バルサルタン錠４０ｍｇ「ファイザー」 14錠×50PTP ファイザー株式会社 114582300 (01)04987114582294 (01)14987114582307 1234374010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901075701 (01)04987901075695 (01)14987901075708 1234374020102 対象外 - 有
バルサルタン錠４０ｍｇ「ファイザー」 500錠（バラ） ファイザー株式会社 114582409 (01)04987114582492 (01)14987114582406 1234374010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901075800 (01)04987901075893 (01)14987901075807 1234374020201 対象外 - 有
バルサルタン錠８０ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP ファイザー株式会社 114582805 (01)04987114582898 (01)14987114582802 1234381010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901108201 (01)04987901108294 (01)14987901108208 1234381020101 対象外 - 有
バルサルタン錠８０ｍｇ「ファイザー」 14錠×50PTP ファイザー株式会社 114582904 (01)04987114582898 (01)14987114582901 1234381010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901108300 (01)04987901108294 (01)14987901108307 1234381020102 対象外 - 有
バルサルタン錠８０ｍｇ「ファイザー」 500錠（バラ） ファイザー株式会社 114583000 (01)04987114583093 (01)14987114583007 1234381010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901076104 (01)04987901076197 (01)14987901076101 1234381020201 対象外 - 有
パンクレアチン「ファイザー」原末 500g バラ マイラン製薬株式会社 114205407 (01)04987114205490 (01)14987114205404 1046205280201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901077804 (01)04987901077897 (01)14987901077801 1046205320101 対象外*2 -*2 有
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイザー」 0.5g×10バイアル マイラン製薬株式会社 114115300 (01)04987114115393 (01)14987114115307 1173888020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901077903 (01)04987901077996 (01)14987901077900 1173888040101 対象 M132AEA 有
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 0.5g×10バイアル マイラン製薬株式会社 114115409 (01)04987114115492 (01)14987114115406 1148787020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901078009 (01)04987901078092 (01)14987901078006 1148787040101 対象 M184AEB 有
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ「ファイザー」 1g×10バイアル マイラン製薬株式会社 114115508 (01)04987114115591 (01)14987114115505 1194265020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901078108 (01)04987901078191 (01)14987901078105 1194265040101 対象 M053AEB 有
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP10錠×10） マイラン製薬株式会社 114159007 (01)04987114159090 (01)14987114159004 1251203010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901080408 (01)04987901080491 (01)14987901080405 1251203030101 対象 M015AE8 有
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ファイザー」 140錠（PTP14錠×10） マイラン製薬株式会社 114159205 (01)04987114159298 (01)14987114159202 1251203010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901080507 (01)04987901080590 (01)14987901080504 1251203030201 対象 M015BE8 有
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP10錠×10） マイラン製薬株式会社 114159700 (01)04987114159793 (01)14987114159707 1251210010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901080606 (01)04987901080699 (01)14987901080603 1251210030101 対象 M026AE8 有
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ファイザー」 140錠（PTP14錠×10） マイラン製薬株式会社 114159908 (01)04987114159991 (01)14987114159905 1251210010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901080705 (01)04987901080798 (01)14987901080702 1251210030201 対象 M027BE8 有
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP10錠×10） マイラン製薬株式会社 114160409 (01)04987114160492 (01)14987114160406 1251227010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901080804 (01)04987901080897 (01)14987901080801 1251227030101 対象 M012AE8 有
ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ファイザー」 42錠（6錠×7PTP） ファイザー株式会社 114183507 (01)04987114183590 (01)14987114183504 1258493010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901080903 (01)04987901080996 (01)14987901080900 1258493020101 対象 FW1891 有
ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「ファイザー」 10g×20 マイラン製薬株式会社 114115607 (01)04987114115690 (01)14987114115604 1170528020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901082501 (01)04987901082594 (01)14987901082508 1170528040101 対象 062KAQ 有
フルタミド錠１２５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114618900 (01)04987114618993 (01)14987114618907 1148473030102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901084307 (01)04987901084390 (01)14987901084304 1148473050101 対象 FT1174 有
フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 10錠×10（PTP） ファイザー株式会社 114202208 (01)04987114202291 (01)14987114202205 1263312010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901085502 (01)04987901085595 (01)14987901085509 1263312020101 対象 A013AEC 有
フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 10錠×10（PTP） ファイザー株式会社 114201607 (01)04987114201690 (01)14987114201604 1263305010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901085205 (01)04987901085298 (01)14987901085202 1263305030101 対象外 - 有
フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 10錠×50（PTP） ファイザー株式会社 114201706 (01)04987114201690 (01)14987114201703 1263305010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901085304 (01)04987901085298 (01)14987901085301 1263305030102 対象 A040BE6 有
フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 100錠 バラ ファイザー株式会社 114201805 (01)04987114201898 (01)14987114201802 1263305010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901085403 (01)04987901085496 (01)14987901085400 1263305030201 対象 A040AE6 有

製品名 包装 製造販売承認 統一商品コード GS1コード
（調剤包装単位）

GS1コード
（販売包装単位） HOT番号 製造販売承認 製造販売承認

承継時期 統一商品コード GS1コード
（調剤包装単位）

GS1コード
（販売包装単位） HOT番号 販売名変更

有無

NBZ27M063A



＜5月1日流通移管分（確定）＞
変更前 変更後

バーコードシール貼付対象製品*1
対象/対象外 製造番号

プレドニゾロン錠１ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114205605 (01)04987114205698 (01)14987114205602 1052725050201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901085601 (01)04987901085694 (01)14987901085608 1052725070101 対象外*2 -*2 有
プレドニゾロン錠１ｍｇ「ファイザー」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114205704 (01)04987114205698 (01)14987114205701 1052725050202 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901085700 (01)04987901085694 (01)14987901085707 1052725070102 対象外*2 -*2 有
プレドニゾロン錠５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114205902 (01)04987114205995 (01)14987114205909 1052718330201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901085809 (01)04987901085892 (01)14987901085806 1052718360101 対象外*2 -*2 有
プレドニゾロン錠５ｍｇ「ファイザー」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114206008 (01)04987114205995 (01)14987114206005 1052718330202 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901085908 (01)04987901085892 (01)14987901085905 1052718360102 対象外*2 -*2 有
プレドニゾロン錠５ｍｇ「ファイザー」 10錠×100PTP マイラン製薬株式会社 114206107 (01)04987114205995 (01)14987114206104 1052718330203 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901086004 (01)04987901085892 (01)14987901086001 1052718360103 対象外*2 -*2 有
プレドニゾロン軟膏０．５％「マイラン」 500g マイラン製薬株式会社 114040404 (01)04987114040497 (01)14987114040401 1061505020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901086103 (01)04987901086196 (01)14987901086100 1061505040101 対象 A046AEB 有
プロポフォール１％静注１００ｍＬ「ファイザー」 100mL×1瓶 マイラン製薬株式会社 114113900 (01)04987114113993 (01)14987114113907 1222425020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901086509 (01)04987901086592 (01)14987901086506 1222425040101 対象 M018AEB 有
プロポフォール１％静注２０ｍＬ「ファイザー」 20mL×5管 マイラン製薬株式会社 114114006 (01)04987114114099 (01)14987114114003 1170245020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901086301 (01)04987901086394 (01)14987901086308 1170245040101 対象 M058AE7 有
プロポフォール１％静注５０ｍＬ「ファイザー」 50mL×1瓶 マイラン製薬株式会社 114114105 (01)04987114114198 (01)14987114114102 1170252020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901086400 (01)04987901086493 (01)14987901086407 1170252040101 対象 M069AEA 有
ベンザルコニウム塩化物消毒用液１０Ｗ／Ｖ％「ファイザー」 500mL マイラン製薬株式会社 114138200 (01)04987114138293 (01)14987114138207 1058017690102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901088107 (01)04987901088190 (01)14987901088104 1058017720101 対象 974KKS 有
ベンザルコニウム塩化物消毒用液１０Ｗ／Ｖ％「ファイザー」 18L マイラン製薬株式会社 114138309 (01)04987114138392 (01)14987114138306 1058017690202 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901088206 (01)04987901088299 (01)14987901088203 1058017720201 対象 964KOH 有
ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 250mL マイラン製薬株式会社 114136701 (01)04987114136794 (01)14987114136708 1057195040102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901090605 (01)04987901090698 (01)14987901090602 1057195050101 対象外 - 有
マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「ファイザー」 10管 マイラン製薬株式会社 114131409 (01)04987114131492 (01)14987114131406 1245622010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901091107 (01)04987901091190 (01)14987901091104 1245622030101 対象 M005AE4 有
マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ファイザー」 10管 マイラン製薬株式会社 114130808 (01)04987114130891 (01)14987114130805 1245608010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901090902 (01)04987901090995 (01)14987901090909 1245608030101 対象 M027AE9 有
マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ファイザー」 10管 マイラン製薬株式会社 114131102 (01)04987114131195 (01)14987114131109 1245615010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901091008 (01)04987901091091 (01)14987901091005 1245615030101 対象 M016AE7 有
ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114252500 (01)04987114252593 (01)14987114252507 1227253010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901091305 (01)04987901091398 (01)14987901091302 1227253030101 対象*3 FX0900*3 有
ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ「ファイザー」 100錠（瓶） マイラン製薬株式会社 114252609 (01)04987114252692 (01)14987114252606 1227253010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901091404 (01)04987901091497 (01)14987901091401 1227253030201 対象外 - 有
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114052209 (01)04987114052292 (01)14987114052206 1241648010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901092401 (01)04987901092494 (01)14987901092408 1241648020101 対象 M466AEC 有
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114052704 (01)04987114052292 (01)14987114052701 1241648010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901092500 (01)04987901092494 (01)14987901092507 1241648020102 対象 M463AEB 有
メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 10錠×10PTP 日本薬品工業株式会社 114064103 (01)04987440566203 (01)14987114064100 1187076040101 日本薬品工業株式会社 - 901093606 (01)04987901093699 (01)14987901093603 1187076050101 対象 69101 無
メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 10錠×10PTP 日本薬品工業株式会社 114064004 (01)04987440565206 (01)14987114064001 1186994040101 日本薬品工業株式会社 - 901093507 (01)04987901093590 (01)14987901093504 1186994050101 対象 68001B 無
モンテルカスト細粒４ｍｇ「ファイザー」 140包 マイラン製薬株式会社 114169600 (01)04987114169495 (01)14987114169607 1256277010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901094900 (01)04987901094993 (01)14987901094907 1256277030102 対象 M044AF2 有
モンテルカスト細粒４ｍｇ「ファイザー」 28包 マイラン製薬株式会社 114169402 (01)04987114169495 (01)14987114169409 1256277010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901095006 (01)04987901094993 (01)14987901095003 1256277030101 対象 M043BEA 有
リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 6錠（6錠PTP×1） ファイザー株式会社 114165503 (01)04987114165596 (01)14987114165500 1256321010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901097802 (01)04987901097895 (01)14987901097809 1256321030101 対象 FL3617 有
リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 18錠（6錠PTP×3） ファイザー株式会社 114165602 (01)04987114165596 (01)14987114165609 1256321010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901097901 (01)04987901097895 (01)14987901097908 1256321030102 対象 FP9888 有
ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「ＳＮ」 10錠×10PTP シオノケミカル株式会社 114107107 (01)04987543593717 (01)14987114107104 1005394090104 シオノケミカル株式会社 - 901106108 (01)04987901106191 (01)14987901106105 1005394120101 対象外 - 無
ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「ＳＮ」 10錠×120PTP シオノケミカル株式会社 114107206 (01)04987543593717 (01)14987114107203 1005394090103 シオノケミカル株式会社 - 901106207 (01)04987901106191 (01)14987901106204 1005394120102 対象外 - 無
ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「ＳＮ」 10錠×120PTP シオノケミカル株式会社 114107305 (01)04987543594714 (01)14987114107302 1005486090102 シオノケミカル株式会社 - 901106306 (01)04987901106399 (01)14987901106303 1005486120101 対象外 - 無
亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 500g×1バラ マイラン製薬株式会社 114038302 (01)04987114038395 (01)14987114038309 1063394020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901030007 (01)04987901030090 (01)14987901030004 1063394030101 対象 115KKK 無
亜鉛華軟膏「ホエイ」 500g×1バラ マイラン製薬株式会社 114038401 (01)04987114038494 (01)14987114038408 1060850270101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901030106 (01)04987901030199 (01)14987901030103 1060850280101 対象 264KKS 無
親水ワセリン「ホエイ」 500g（瓶） マイラン製薬株式会社 114015204 (01)04987114015297 (01)14987114015201 1116953070101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901062107 (01)04987901062190 (01)14987901062104 1116953080101 対象外*2 -*2 無
炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」 10錠×12PTP マイラン製薬株式会社 114221407 (01)04987114221490 (01)14987114221404 1163490020301 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901059305 (01)04987901059398 (01)14987901059302 1163490040101 対象 M148AEC 有
炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」 100錠×12PTP マイラン製薬株式会社 114221506 (01)04987114221490 (01)14987114221503 1163490020302 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901059404 (01)04987901059398 (01)14987901059401 1163490040102 対象外 - 有
炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） マイラン製薬株式会社 114221605 (01)04987114221698 (01)14987114221602 1163490020401 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901059503 (01)04987901059596 (01)14987901059500 1163490040201 対象 M142AEA 有
乳酸カルシウム「ファイザー」原末 500g バラ(Fg) マイラン製薬株式会社 114207302 (01)04987114207395 (01)14987114207309 1072662340601 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901073707 (01)04987901073790 (01)14987901073704 1072662380101 対象外*2 -*2 有
乳酸カルシウム「ファイザー」原末 1g×1050分包 マイラン製薬株式会社 114207401 (01)04987114207494 (01)14987114207408 1072662340401 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901073806 (01)04987901073899 (01)14987901073803 1072662380201 対象 500KAP 有
乳酸カルシウム「ファイザー」原末 500g バラ(PD) マイラン製薬株式会社 114207203 (01)04987114207296 (01)14987114207200 1072662340501 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901073905 (01)04987901073998 (01)14987901073902 1072662380301 対象外*2 -*2 有
滅菌精製水 500mL 日興製薬株式会社 114093301 (01)04987114093394 (01)14987114093308 1117288280101 日興製薬株式会社 - 901092609 (01)04987901092692 (01)14987901092606 1117288300401 対象 371152 無
滅菌精製水 1L 日興製薬株式会社 114093400 (01)04987114093493 (01)14987114093407 1117288280201 日興製薬株式会社 - 901092708 (01)04987901092791 (01)14987901092705 1117288300501 対象 370709 無
滅菌精製水 5L 日興製薬株式会社 114093509 (01)04987114093592 (01)14987114093506 1117288280301 日興製薬株式会社 - 901092807 (01)04987901092890 (01)14987901092804 1117288300601 対象外 - 無
*1：バーコードシール貼付対象製品においては現行品の個装箱に新流通のバーコードシールが貼付された製品が納入されます。ただし、PTP シート、分包フィルム、バラ包装ボトルおよび添付文書等にはシール貼付等の対応をしておりませんのでご了承ください。
*2：2022/4/1時点での更新点
*3：2022/5/1時点での更新点

統一商品コード GS1コード
（調剤包装単位）

GS1コード
（調剤包装単位）

GS1コード
（販売包装単位） HOT番号 販売名変更

有無
GS1コード
（販売包装単位） HOT番号 製造販売承認 製造販売承認

承継時期 統一商品コード製品名 包装 製造販売承認

NBZ27M063A



＜6月1日流通移管分（確定）＞
変更前 変更後

バーコードシール貼付対象製品*1
対象/対象外 製造番号

０．５％塩酸メピバカイン注「ＮＭ」 20mL×5バイアル ナガセ医薬品株式会社 114098108 (01)04987114098191 (01)14987114098105 1016673070101 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901041003 (01)04987901041096 (01)14987901041000 1016673100101 対象外 - 無
０．５％塩酸メピバカイン注「ＮＭ」 100mL×1バイアル ナガセ医薬品株式会社 114098009 (01)04987114098092 (01)14987114098006 1016673070201 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901041102 (01)04987901041195 (01)14987901041109 1016673100201 対象外 - 無
１％塩酸メピバカイン注「ＮＭ」 20mL×5バイアル ナガセ医薬品株式会社 114098306 (01)04987114098399 (01)14987114098303 1016680070101 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901041201 (01)04987901041294 (01)14987901041208 1016680100101 対象外 - 無
１％塩酸メピバカイン注「ＮＭ」 100mL×1バイアル ナガセ医薬品株式会社 114098207 (01)04987114098290 (01)14987114098204 1016680070201 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901041300 (01)04987901041393 (01)14987901041307 1016680100201 対象外 - 無
２％塩酸メピバカイン注「ＮＭ」 20mL×5バイアル ナガセ医薬品株式会社 114098504 (01)04987114098597 (01)14987114098501 1016697070101 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901041409 (01)04987901041492 (01)14987901041406 1016697100101 対象外 - 無
２％塩酸メピバカイン注「ＮＭ」 100mL×1バイアル ナガセ医薬品株式会社 114098405 (01)04987114098498 (01)14987114098402 1016697070201 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901041508 (01)04987901041591 (01)14987901041505 1016697100201 対象外 - 無
アスピリン「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114038104 (01)04987114038197 (01)14987114038101 1007275350101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901031806 (01)04987901031899 (01)14987901031803 1007275370201 対象 352KKS 無
イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 140mL（瓶） ファイザー株式会社 114148902 (01)04987114148995 (01)14987114148909 1263299010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901036603 (01)04987901036696 (01)14987901036600 1263299030101 対象外 - 有
イルアミクス配合錠ＨＤ「ファイザー」 10錠×10（PTP） マイラン製薬株式会社 114200808 (01)04987114200891 (01)14987114200805 1263268010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901037501 (01)04987901037594 (01)14987901037508 1263268030101 対象 M008A1E2 有
イルアミクス配合錠ＨＤ「ファイザー」 10錠×50（PTP） マイラン製薬株式会社 114200907 (01)04987114200891 (01)14987114200904 1263268010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901037600 (01)04987901037594 (01)14987901037607 1263268030102 対象 M008B1E2 有
イルアミクス配合錠ＨＤ「ファイザー」 14錠×10（PTP） マイラン製薬株式会社 114201003 (01)04987114201096 (01)14987114201000 1263268010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901037709 (01)04987901037792 (01)14987901037706 1263268030201 対象 M008C1E2 有
イルアミクス配合錠ＬＤ「ファイザー」 10錠×10（PTP） マイラン製薬株式会社 114200105 (01)04987114200198 (01)14987114200102 1263275010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901037204 (01)04987901037297 (01)14987901037201 1263275030101 対象 M007A1EC 有
イルアミクス配合錠ＬＤ「ファイザー」 10錠×50（PTP） マイラン製薬株式会社 114200204 (01)04987114200198 (01)14987114200201 1263275010102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901037303 (01)04987901037297 (01)14987901037300 1263275030102 対象 M007B1EC 有
イルアミクス配合錠ＬＤ「ファイザー」 14錠×10（PTP） マイラン製薬株式会社 114200303 (01)04987114200396 (01)14987114200300 1263275010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901037402 (01)04987901037495 (01)14987901037409 1263275030201 対象 M007C1EC 有
エンテカビル錠０．５ｍｇ「ファイザー」 70錠（14錠PTP×5） ファイザー株式会社 114166005 (01)04987114166098 (01)14987114166002 1256260010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901040204 (01)04987901040297 (01)14987901040201 1256260030101 対象外 - 有
オキサトミドシロップ小児用０．２％「ファイザー」 500mL マイラン製薬株式会社 114135001 (01)04987114135094 (01)14987114135008 1094961030102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901041706 (01)04987901041799 (01)14987901041703 1094961040101 対象外 - 有
オランザピン細粒１％「ファイザー」 100g（バラ） マイラン製薬株式会社 114151704 (01)04987114151797 (01)14987114151701 1249422010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901042406 (01)04987901042499 (01)14987901042403 1249422030101 対象外 - 有
オランザピン細粒１％「ファイザー」 500g（バラ） マイラン製薬株式会社 114151803 (01)04987114151896 (01)14987114151800 1249422010201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901042505 (01)04987901042598 (01)14987901042502 1249422030201 対象外 - 有
カフェイン水和物「ファイザー」原末 25g バラ マイラン製薬株式会社 114204509 (01)04987114204592 (01)14987114204506 1023794120301 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901046305 (01)04987901046398 (01)14987901046302 1023794150101 対象 364KKK 有
カフェイン水和物「ファイザー」原末 500g バラ マイラン製薬株式会社 114204608 (01)04987114204691 (01)14987114204605 1023794120401 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901046404 (01)04987901046497 (01)14987901046401 1023794150201 対象外 - 有
グリマッケン注 200mL×20瓶 マイラン製薬株式会社 114030900 (01)04987114030993 (01)14987114030907 1036749040101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901052900 (01)04987901052993 (01)14987901052907 1036749050201 対象 M022AEB 無
グリマッケン注 300mL×20瓶 マイラン製薬株式会社 114030801 (01)04987114030894 (01)14987114030808 1036817030101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901053006 (01)04987901053099 (01)14987901053003 1036817040201 対象 M006AE1 無
グリマッケン注 500mL×20瓶 マイラン製薬株式会社 114030702 (01)04987114030795 (01)14987114030709 1036855030101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901053105 (01)04987901053198 (01)14987901053102 1036855040101 対象外 - 無
セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「ファイザー」 10瓶 ファイザー株式会社 114023704 (01)04987114023797 (01)14987114023701 1207736020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901065207 (01)04987901065290 (01)14987901065204 1207736030101 対象外 - 有
セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ファイザー」 10瓶 ファイザー株式会社 114026309 (01)04987114026392 (01)14987114026306 1155525020101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901065306 (01)04987901065399 (01)14987901065303 1155525040101 対象外 - 有
タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイザー」 100カプセル（PTP） マイラン製薬株式会社 114588104 (01)04987114588197 (01)14987114588101 1223224010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901067508 (01)04987901067591 (01)14987901067505 1223224020101 対象 M236AEB 有
タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 100カプセル（PTP） マイラン製薬株式会社 114588708 (01)04987114588791 (01)14987114588705 1223231010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901067607 (01)04987901067690 (01)14987901067604 1223231030101 対象 M288AEB 有
タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイザー」 20カプセル（PTP） マイラン製薬株式会社 114588500 (01)04987114588593 (01)14987114588507 1223248010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901067706 (01)04987901067799 (01)14987901067703 1223248030101 対象 M019AEA 有
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ファイザー」 200mg×10バイアル マイラン製薬株式会社 114112507 (01)04987114112590 (01)14987114112504 1190144020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901070003 (01)04987901070096 (01)14987901070000 1190144040101 対象 M051AE7 有
テーカイン原末 5g ナガセ医薬品株式会社 114059901 (01)04987114059994 (01)14987114059908 1016512030101 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901069908 (01)04987901069991 (01)14987901069905 1016512040201 対象 1X0101 無
ドパミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ファイザー」 5mL×10管 マイラン製薬株式会社 114133601 (01)04987114133694 (01)14987114133608 1024470320102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901071604 (01)04987901071697 (01)14987901071601 1024470360101 対象 0470E8 有
ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット「ファイザー」 200mL×10袋 マイラン製薬株式会社 114137708 (01)04987114137791 (01)14987114137705 1024616040102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901071703 (01)04987901071796 (01)14987901071700 1024616060101 対象 M090AF2 有
ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ファイザー」 200mL×10袋 マイラン製薬株式会社 114137807 (01)04987114137890 (01)14987114137804 1024647040102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901071802 (01)04987901071895 (01)14987901071809 1024647050101 対象 M266AEB*3 有
ナフトピジル錠２５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114116406 (01)04987114116499 (01)14987114116403 1241655010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901072502 (01)04987901072595 (01)14987901072509 1241655030101 対象 M008AE6 有
ナフトピジル錠５０ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114116901 (01)04987114116994 (01)14987114116908 1241662010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901072601 (01)04987901072694 (01)14987901072608 1241662030101 対象 M015AE8 有
ナフトピジル錠７５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114117205 (01)04987114117298 (01)14987114117202 1241679010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901072700 (01)04987901072793 (01)14987901072707 1241679030101 対象 M015AE6 有
ハイポアルコール 500mL 日興製薬株式会社 114094803 設定なし 設定なし 設定なし 日興製薬株式会社 - 901074902 設定なし 設定なし 設定なし 対象外 - 無
ビオチン・ドライシロップ０．１％「ホエイ」 1kg バラ 東洋製薬化成株式会社 114063601 (01)04987114063694 (01)14987114063608 1072624020101 東洋製薬化成株式会社 - 901078900 (01)04987901078993 (01)14987901078907 1072624030101 対象 107 KC 無
ビオチン散０．２％「ホエイ」 500g バラ 東洋製薬化成株式会社 114063403 (01)04987114063496 (01)14987114063400 1072617020101 東洋製薬化成株式会社 - 901079006 (01)04987901079099 (01)14987901079003 1072617030401 対象 111 TK 無
ビオチン散０．２％「ホエイ」 1kg バラ 東洋製薬化成株式会社 114063502 (01)04987114063595 (01)14987114063509 1072617020201 東洋製薬化成株式会社 - 901079105 (01)04987901079198 (01)14987901079102 1072617030501 対象 111 TE 無
ビオチン散０．２％「ホエイ」 0.5g×4032包 東洋製薬化成株式会社 114063304 (01)04987114063397 (01)14987114063301 1072617020301 東洋製薬化成株式会社 - 901079204 (01)04987901079297 (01)14987901079201 1072617030601 対象外 - 無
プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日新」 500mL（瓶） 日新製薬株式会社 114107404 (01)04987114107497 (01)14987114107401 1136982160102 日新製薬株式会社 - 901086202 (01)04987901086295 (01)14987901086209 1136982180201 対象外 - 無
ブロムワレリル尿素「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114020604 (01)04987114020697 (01)14987114020601 1003239200101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901086608 (01)04987901086691 (01)14987901086605 1003239220201 対象 298KAT 無
ペルゴリド錠２５０μｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114618702 (01)04987114618795 (01)14987114618709 1164213030102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901108508 (01)04987901108591 (01)14987901108505 1164213050101 対象 FP1671 有
ペルゴリド錠５０μｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114618801 (01)04987114618894 (01)14987114618808 1164206020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901108409 (01)04987901108492 (01)14987901108406 1164206040101 対象 FM5133 有
ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ファイザー」 60錠（10錠PTP×6） ファイザー株式会社 114161703 (01)04987114161796 (01)14987114161700 1251234010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901090100 (01)04987901090193 (01)14987901090107 1251234030101 対象 P10GF 有
ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 90g×5本 マイラン製薬株式会社 114136503 (01)04987114136596 (01)14987114136500 1141375020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901090407 (01)04987901090490 (01)14987901090404 1141375040101 対象 40KKK 有
ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 500g マイラン製薬株式会社 114136602 (01)04987114136695 (01)14987114136609 1141375020202 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901090506 (01)04987901090599 (01)14987901090503 1141375040201 対象 34KAY 有
滅菌ハイポアルコール 500mL 日興製薬株式会社 114094902 設定なし 設定なし 設定なし 日興製薬株式会社 - 901074803 設定なし 設定なし 設定なし 対象外 - 無
ヨウ化カリウム「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114016706 (01)04987114016799 (01)14987114016703 1072815190101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901096201 (01)04987901096294 (01)14987901096208 1072815210101 対象 174KAY 無
リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ファイザー」 5mL×10アンプル マイラン製薬株式会社 114137104 (01)04987114137197 (01)14987114137101 1169850020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901100601 (01)04987901100694 (01)14987901100608 1169850040101 対象 5061E9 有
リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ファイザー」 10mL×10アンプル マイラン製薬株式会社 114137203 (01)04987114137296 (01)14987114137200 1169843020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901100700 (01)04987901100793 (01)14987901100707 1169843030101 対象外 - 有
リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 5mL×10アンプル マイラン製薬株式会社 114137302 (01)04987114137395 (01)14987114137309 1153712020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901100809 (01)04987901100892 (01)14987901100806 1153712040101 対象 0516EB 有
リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 10mL×10アンプル マイラン製薬株式会社 114137401 (01)04987114137494 (01)14987114137408 1153729020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901100908 (01)04987901100991 (01)14987901100905 1153729040101 対象 1098EC 有
リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイザー」 5mL×10アンプル マイラン製薬株式会社 114137500 (01)04987114137593 (01)14987114137507 1153736020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901101004 (01)04987901101097 (01)14987901101001 1153736040101 対象 2524E8 有
リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイザー」 10mL×10アンプル マイラン製薬株式会社 114137609 (01)04987114137692 (01)14987114137606 1153743020102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901101103 (01)04987901101196 (01)14987901101100 1153743040101 対象外 - 有
レプリントン配合錠Ｌ１００ 10錠×120PTP 辰巳化学株式会社 114067302 (01)04987124914313 (01)14987114067309 1012446050101 辰巳化学株式会社 - 901102308 (01)04987901102391 (01)14987901102305 1012446060201 対象外 - 無
乾燥酵母「ファイザー」原末 500g バラ マイラン製薬株式会社 114206305 (01)04987114206398 (01)14987114206302 1046212080201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901048903 (01)04987901048996 (01)14987901048900 1046212100101 対象外 - 有
酸化亜鉛「ファイザー」原末 500g バラ マイラン製薬株式会社 114206503 (01)04987114206596 (01)14987114206500 1063325300201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901055406 (01)04987901055499 (01)14987901055403 1063325320101 対象外 - 有
親水クリーム「ホエイ」 500g（瓶） マイラン製薬株式会社 114004901 (01)04987114004994 (01)14987114004908 1117097260102 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901062008 (01)04987901062091 (01)14987901062005 1117097270101 対象 789KKS　 無
生食液ＮＳ 20mL×50 管 日新製薬株式会社 114093707 (01)04987114093790 (01)14987114093704 1076608330101 日新製薬株式会社 - 901063302 (01)04987901063395 (01)14987901063309 1076608390201 対象 20041A 無
炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 500g（バラ） マイラン製薬株式会社 114221704 (01)04987114221797 (01)14987114221701 1047646640701 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901059701 (01)04987901059794 (01)14987901059708 1047646690101 対象外 - 有
炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 5kg（バラ） マイラン製薬株式会社 114221803 (01)04987114221896 (01)14987114221800 1047646640801 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901059909 (01)04987901059992 (01)14987901059906 1047646690201 対象 576KAO 有
炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 500g（バラ）(CF) マイラン製薬株式会社 114221902 (01)04987114221995 (01)14987114221909 1047646640501 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901059602 (01)04987901059695 (01)14987901059609 1047646690301 対象 374KAQ 有
炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 5kg（バラ）（CF） マイラン製薬株式会社 114222008 (01)04987114222091 (01)14987114222005 1047646640601 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901059800 (01)04987901059893 (01)14987901059807 1047646690401 対象外 - 有
日本薬局方注射用水 20mL×50 管 日新製薬株式会社 114093806 (01)04987114093899 (01)14987114093803 1117196180101 日新製薬株式会社 - 901069403 (01)04987901069496 (01)14987901069400 1117196200201 対象 20011A 無
乳糖「ホエイ」 500g バラ (EFC) マイラン製薬株式会社 114023001 (01)04987114023094 (01)14987114023008 1116847380301 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901074209 (01)04987901074292 (01)14987901074206 1116847400501 対象 M173AF3 無
乳糖「ホエイ」 500g バラ (CF) マイラン製薬株式会社 114023100 (01)04987114023193 (01)14987114023107 1116847380201 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901074308 (01)04987901074391 (01)14987901074305 1116847400301 対象 M019AF3 無
乳糖「ホエイ」 500g バラ マイラン製薬株式会社 114023209 (01)04987114023292 (01)14987114023206 1116847380101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901074407 (01)04987901074490 (01)14987901074404 1116847400401 対象 M015BF1 無
硫酸アトロピン「ホエイ」 1g マイラン製薬株式会社 114016607 (01)04987114016690 (01)14987114016604 1018172040101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901101301 (01)04987901101394 (01)14987901101308 1018172050201 対象 M009AEB 無
*1：バーコードシール貼付対象製品においては現行品の個装箱に新流通のバーコードシールが貼付された製品が納入されます。ただし、PTP シート、分包フィルム、バラ包装ボトルおよび添付文書等にはシール貼付等の対応をしておりませんのでご了承ください。
*3：2022/5/1時点での更新点
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０．５％ラポテックアルコール（Ｗ）液 500mL 日興製薬株式会社 114095909 (01)04987114095992 (01)14987114095906 1058635040101 日興製薬株式会社 - 901097703 (01)04987901097796 (01)14987901097700 1058635060201 対象 842202 無
０．５％ラポテックアルコール液 500mL 日興製薬株式会社 114096104 (01)04987114096197 (01)14987114096101 1058550050101 日興製薬株式会社 - 901097604 (01)04987901097697 (01)14987901097601 1058550060201 対象 841152 無
２０％ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL×50管 日新製薬株式会社 114093608 (01)04987114093691 (01)14987114093605 1015560390101 日新製薬株式会社 - 901082600 (01)04987901082693 (01)14987901082607 1015560460101 対象外 - 無
５％ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL×50管 日新製薬株式会社 114093905 (01)04987114093998 (01)14987114093902 1073515170101 日新製薬株式会社 - 901082709 (01)04987901082792 (01)14987901082706 1073515220201 対象 00141A 無
５０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 500mL 日興製薬株式会社 114094308 (01)04987114094391 (01)14987114094305 1057584050101 日興製薬株式会社 - 901060301 (01)04987901060394 (01)14987901060308 1057584060301 対象 152307 無
５０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 18L 日興製薬株式会社 114094407 (01)04987114094490 (01)14987114094404 1057584050201 日興製薬株式会社 - 901060400 (01)04987901060493 (01)14987901060407 1057584060401 対象 151913 無
７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 500mL 日興製薬株式会社 114094506 (01)04987114094599 (01)14987114094503 1057898050101 日興製薬株式会社 - 901060509 (01)04987901060592 (01)14987901060506 1057898060401 対象外 - 無
７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 10L 日興製薬株式会社 114094605 (01)04987114094698 (01)14987114094602 1057898050201 日興製薬株式会社 - 901060608 (01)04987901060691 (01)14987901060605 1057898060501 対象 172107 無
７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 18L 日興製薬株式会社 114094704 (01)04987114094797 (01)14987114094701 1057898050301 日興製薬株式会社 - 901060707 (01)04987901060790 (01)14987901060704 1057898060601 対象外 - 無
ｌ－メントール「ホエイ」 25g マイラン製薬株式会社 114017109 (01)04987114017192 (01)14987114017106 1117387280101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901093903 (01)04987901093996 (01)14987901093900 1117387300201 対象 319KKS　 無
ｌ－メントール「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114017000 (01)04987114017093 (01)14987114017007 1117387280201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901094009 (01)04987901094092 (01)14987901094006 1117387300301 対象 312KAN 無
アステマリン３号ＭＧ輸液 500mL×20バイアル マイラン製薬株式会社 114037404 (01)04987114037497 (01)14987114037401 1077872030101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901031509 (01)04987901031592 (01)14987901031506 1077872040201 対象 M042AEC 無
アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114111005 (01)04987114111098 (01)14987114111002 1167658020103 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901031608 (01)04987901031691 (01)14987901031605 1167658040101 対象外 - 有
アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ファイザー」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114111104 (01)04987114111098 (01)14987114111101 1167658020104 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901031707 (01)04987901031691 (01)14987901031704 1167658040102 対象 M012AE5 有
アセトアミノフェン「ファイザー」原末 500g マイラン製薬株式会社 114135902 (01)04987114135995 (01)14987114135909 1006735130102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901031905 (01)04987901031998 (01)14987901031902 1006735160101 対象 316KAY 有
アデラビン９号注１ｍＬ 1mL×10 管 マイラン製薬株式会社 114037305 (01)04987114037398 (01)14987114037302 1076080030101 マイラン製薬株式会社 - 901032506 (01)04987901032599 (01)14987901032503 1076080040201 対象 M079AE2 無
アデラビン９号注１ｍＬ 1mL×50 管 マイラン製薬株式会社 114037206 (01)04987114037398 (01)14987114037203 1076080030102 マイラン製薬株式会社 - 901032605 (01)04987901032599 (01)14987901032602 1076080040202 対象 M078AE2 無
アデラビン９号注１ｍＬ 1mL×200 管 マイラン製薬株式会社 114037107 (01)04987114037398 (01)14987114037104 1076080030103 マイラン製薬株式会社 - 901032704 (01)04987901032599 (01)14987901032701 1076080040203 対象 M075AD8 無
アデラビン９号注２ｍＬ 2mL×10 管 マイラン製薬株式会社 114037008 (01)04987114037091 (01)14987114037005 1076202030101 マイラン製薬株式会社 - 901032803 (01)04987901032896 (01)14987901032800 1076202040201 対象 M074AE2 無
アデラビン９号注２ｍＬ 2mL×50 管 マイラン製薬株式会社 114036902 (01)04987114037091 (01)14987114036909 1076202030102 マイラン製薬株式会社 - 901032902 (01)04987901032896 (01)14987901032909 1076202040202 対象 M074AE2 無
アデラビン９号注２ｍＬ 2mL×200 管 マイラン製薬株式会社 114036803 (01)04987114037091 (01)14987114036800 1076202030103 マイラン製薬株式会社 - 901033008 (01)04987901032896 (01)14987901033005 1076202040203 対象 M073AE1 無
アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液１０Ｗ／Ｗ％「ファイザー」 500mL マイラン製薬株式会社 114133809 (01)04987114133892 (01)14987114133806 1059229030102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901035002 (01)04987901035095 (01)14987901035009 1059229050101 対象外 - 有
アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液１０Ｗ／Ｗ％「ファイザー」 3L マイラン製薬株式会社 114133908 (01)04987114133991 (01)14987114133905 1059229030202 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901035101 (01)04987901035194 (01)14987901035108 1059229050201 対象 845KAQ 有
アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液１０Ｗ／Ｗ％「ファイザー」 10L マイラン製薬株式会社 114134004 (01)04987114134097 (01)14987114134001 1059229030302 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901035200 (01)04987901035293 (01)14987901035207 1059229050301 対象 843KAN 有
アロプリノール錠１００ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP ナガセ医薬品株式会社 114197702 (01)04987114197795 (01)14987114197709 1085624420301 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901036108 (01)04987901036191 (01)14987901036105 1085624470101 対象 210202 有
アロプリノール錠１００ｍｇ「ファイザー」 10錠×100PTP ナガセ医薬品株式会社 114197801 (01)04987114197795 (01)14987114197808 1085624420302 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901036207 (01)04987901036191 (01)14987901036204 1085624470102 対象 180401 有
アロプリノール錠１００ｍｇ「ファイザー」 1000錠 バラ ナガセ医薬品株式会社 114197900 (01)04987114197993 (01)14987114197907 1085624420401 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901036306 (01)04987901036399 (01)14987901036303 1085624470201 対象 210201 有
アロプリノール錠５０ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP ナガセ医薬品株式会社 114197603 (01)04987114197696 (01)14987114197600 1201901020201 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901036009 (01)04987901036092 (01)14987901036006 1201901040101 対象 210101 有
アンナカ「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114036704 (01)04987114036797 (01)14987114036701 1023787180101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901036405 (01)04987901036498 (01)14987901036402 1023787190201 対象 310KOM 無
イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114545404 (01)04987114545497 (01)14987114545401 1214666010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901037105 (01)04987901037198 (01)14987901037102 1214666030101 対象外 - 有
イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114544902 (01)04987114544995 (01)14987114544909 1214642010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901036900 (01)04987901036993 (01)14987901036907 1214642030101 対象 P21L07 有
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114545107 (01)04987114545190 (01)14987114545104 1214659010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901037006 (01)04987901037099 (01)14987901037003 1214659020101 対象外 - 有
インジゴカルミン液０．２％「マイラン」 100mL 試薬であるためなし 114069108 設定なし 設定なし 設定なし 試薬であるためなし - 901037808 設定なし 設定なし 設定なし 対象外 - 有
インジゴカルミン液０．２％「マイラン」 20mL×5 本 試薬であるためなし 114069207 設定なし 設定なし 設定なし 試薬であるためなし - 901037907 設定なし 設定なし 設定なし 対象外 - 有
エタノール「ニッコー」 500mL 日興製薬株式会社 114095206 (01)04987114095299 (01)14987114095203 1057980550101 日興製薬株式会社 - 901038102 (01)04987901038195 (01)14987901038109 1057980570201 対象 182304 無
エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114526700 (01)04987114526793 (01)14987114526707 1208795010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901039208 (01)04987901039291 (01)14987901039205 1208795030101 対象外 - 有
エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114526809 (01)04987114526793 (01)14987114526806 1208795010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901039307 (01)04987901039291 (01)14987901039304 1208795030102 対象 21X03 有
エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114526403 (01)04987114526496 (01)14987114526400 1208788010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901039109 (01)04987901039192 (01)14987901039106 1208788020101 対象外 - 有
エバスチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114526007 (01)04987114526090 (01)14987114526004 1208771010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901038904 (01)04987901038997 (01)14987901038901 1208771030101 対象外 - 有
エバスチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114526106 (01)04987114526090 (01)14987114526103 1208771010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901039000 (01)04987901038997 (01)14987901039007 1208771030102 対象外 - 有
エバスチン錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114525604 (01)04987114525697 (01)14987114525601 1208764010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901038805 (01)04987901038898 (01)14987901038802 1208764030101 対象外 - 有
エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114577603 (01)04987114577696 (01)14987114577600 1208801010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901039406 (01)04987901039499 (01)14987901039403 1208801030101 対象 P21L07 有
エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114577801 (01)04987114577696 (01)14987114577808 1208801010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901039505 (01)04987901039499 (01)14987901039502 1208801030102 対象 P21L09 有
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114585608 (01)04987114585691 (01)14987114585605 1208818010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901039703 (01)04987901039796 (01)14987901039700 1208818030101 対象 22101 有
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114585806 (01)04987114585691 (01)14987114585803 1208818010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901039802 (01)04987901039796 (01)14987901039809 1208818030102 対象 22101 有
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114586001 (01)04987114586094 (01)14987114586008 1208825010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901039901 (01)04987901039994 (01)14987901039908 1208825030101 対象外 - 有
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114586209 (01)04987114586094 (01)14987114586206 1208825010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901040006 (01)04987901039994 (01)14987901040003 1208825030102 対象外 - 有
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 700錠（PTP） ファイザー株式会社 114586308 (01)04987114586391 (01)14987114586305 1208825010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901040105 (01)04987901040198 (01)14987901040102 1208825030201 対象 22101 有
オフロキサシン点眼液０．３％「ＣＨＯＳ」 5mL×10 シー・エイチ・オー新薬株式会社 114069009 (01)04987114069092 (01)14987114069006 1201918020101 シー・エイチ・オー新薬株式会社 - 901041904 (01)04987901041997 (01)14987901041901 1201918030201 対象 HB011 無
オリブ油 500mL 日興製薬株式会社 114072702 (01)04987114072795 (01)14987114072709 1116977530101 日興製薬株式会社 - 901044400 (01)04987901044493 (01)14987901044407 1116977560201 対象 241277 無
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114595201 (01)04987114595294 (01)14987114595208 1223200010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901045902 (01)04987901045995 (01)14987901045909 1223200020101 対象 21Y02 有
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114595508 (01)04987114595591 (01)14987114595505 1223217010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901046008 (01)04987901046091 (01)14987901046005 1223217030101 対象 21X09 有
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114595607 (01)04987114595591 (01)14987114595604 1223217010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901046107 (01)04987901046091 (01)14987901046104 1223217030102 対象 21Z03 有
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114527301 (01)04987114527394 (01)14987114527308 1220537010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901045605 (01)04987901045698 (01)14987901045602 1220537030101 対象外 - 有
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114527509 (01)04987114527592 (01)14987114527506 1220544010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901045704 (01)04987901045797 (01)14987901045701 1220544020101 対象 21Z01 有
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114527608 (01)04987114527592 (01)14987114527605 1220544010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901045803 (01)04987901045797 (01)14987901045800 1220544020102 対象 21Z05 有
カフコデＮ配合錠 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114003201 (01)04987114003294 (01)14987114003208 1149814020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901046503 (01)04987901046596 (01)14987901046500 1149814030301 対象 A422ADB 無
カフコデＮ配合錠 1000錠（PTP） ファイザー株式会社 114003300 (01)04987114003294 (01)14987114003307 1149814020102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901046602 (01)04987901046596 (01)14987901046609 1149814030302 対象 A410ADA 無
カフコデＮ配合錠 1000錠（瓶） ファイザー株式会社 114003102 (01)04987114003195 (01)14987114003109 1149814020201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901046701 (01)04987901046794 (01)14987901046708 1149814030401 対象 A405BDA 無
カルタン細粒８３％ 0.6g×600包 マイラン製薬株式会社 114032409 (01)04987114032492 (01)14987114032406 1151152030101 マイラン製薬株式会社 - 901047609 (01)04987901047692 (01)14987901047606 1151152040201 対象外 - 無
カルタン細粒８３％ 1.2g×600包 マイラン製薬株式会社 114031907 (01)04987114031990 (01)14987114031904 1151152030201 マイラン製薬株式会社 - 901047708 (01)04987901047791 (01)14987901047705 1151152040301 対象外 - 無
カルタン細粒８３％ 500g マイラン製薬株式会社 114032508 (01)04987114032591 (01)14987114032505 1151152030301 マイラン製薬株式会社 - 901047807 (01)04987901047890 (01)14987901047804 1151152040401 対象外 - 無
カルタン錠２５０ 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114008909 (01)04987114008992 (01)14987114008906 1151169030101 マイラン製薬株式会社 - 901047005 (01)04987901047098 (01)14987901047002 1151169040201 対象 M211AE6 無
カルタン錠５００ 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114004000 (01)04987114004093 (01)14987114004007 1036077030101 マイラン製薬株式会社 - 901047104 (01)04987901047197 (01)14987901047101 1036077040401 対象 別途案内予定 無
カルタン錠５００ 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114045003 (01)04987114004093 (01)14987114045000 1036077030102 マイラン製薬株式会社 - 901047203 (01)04987901047197 (01)14987901047200 1036077040402 対象 別途案内予定 無
カルタン錠５００ 10錠×100PTP マイラン製薬株式会社 114044907 (01)04987114004093 (01)14987114044904 1036077030103 マイラン製薬株式会社 - 901047302 (01)04987901047197 (01)14987901047309 1036077040403 対象外 - 無
カルタン錠５００ 500錠 バラ マイラン製薬株式会社 114003805 (01)04987114003898 (01)14987114003802 1036077030201 マイラン製薬株式会社 - 901047401 (01)04987901047494 (01)14987901047408 1036077040501 対象 M428AE8 無
カルタン錠５００ 1000錠 バラ マイラン製薬株式会社 114003904 (01)04987114003997 (01)14987114003901 1036077030301 マイラン製薬株式会社 - 901047500 (01)04987901047593 (01)14987901047507 1036077040601 対象外 - 無
カルベジロール錠１．２５ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠×10PTP） ファイザー株式会社 114154002 (01)04987114154095 (01)14987114154009 1249439010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901048507 (01)04987901048590 (01)14987901048504 1249439020101 対象 HCDU 有
カルベジロール錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114528001 (01)04987114528094 (01)14987114528008 1220681010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901048705 (01)04987901048798 (01)14987901048702 1220681030101 対象 22230 有
カルベジロール錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠×10PTP） ファイザー株式会社 114154408 (01)04987114154491 (01)14987114154405 1249446010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901048606 (01)04987901048699 (01)14987901048603 1249446030101 対象 HDDG 有
カルベジロール錠２０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114528308 (01)04987114528391 (01)14987114528305 1220698010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901048804 (01)04987901048897 (01)14987901048801 1220698030101 対象 22130 有
ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」 500mg1瓶 マイラン製薬株式会社 114204103 (01)04987114204196 (01)14987114204100 1269895010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901107402 (01)04987901107495 (01)14987901107409 1269895020101 対象外 - 有
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キニジン硫酸塩「ファイザー」原末 25g バラ マイラン製薬株式会社 114204806 (01)04987114204899 (01)14987114204803 1024968020201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901050609 (01)04987901050692 (01)14987901050606 1024968040101 対象外 - 有
キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 10 錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114116000 (01)04987114116093 (01)14987114116007 1024982020103 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901050302 (01)04987901050395 (01)14987901050309 1024982040101 対象外 - 有
キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 10 錠×100PTP マイラン製薬株式会社 114115904 (01)04987114116093 (01)14987114115901 1024982020104 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901050401 (01)04987901050395 (01)14987901050408 1024982040102 対象 124ARR 有
キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） マイラン製薬株式会社 114116109 (01)04987114116192 (01)14987114116106 1024982020202 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901050500 (01)04987901050593 (01)14987901050507 1024982040201 対象外 - 有
クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114528902 (01)04987114528995 (01)14987114528909 1220575010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901051101 (01)04987901051194 (01)14987901051108 1220575030101 対象外 - 有
クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114529008 (01)04987114528995 (01)14987114529005 1220575010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901051200 (01)04987901051194 (01)14987901051207 1220575030102 対象 104081 有
クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114529107 (01)04987114529190 (01)14987114529104 1220575010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901051309 (01)04987901051392 (01)14987901051306 1220575030201 対象 201181 有
クエチアピン錠２００ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114529305 (01)04987114529398 (01)14987114529302 1220582010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901051408 (01)04987901051491 (01)14987901051405 1220582030101 対象 203031 有
クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114528506 (01)04987114528599 (01)14987114528503 1220568010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901050807 (01)04987901050890 (01)14987901050804 1220568030101 対象 201183 有
クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114528605 (01)04987114528599 (01)14987114528602 1220568010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901050906 (01)04987901050890 (01)14987901050903 1220568030102 対象外 - 有
クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114528704 (01)04987114528797 (01)14987114528701 1220568010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901051002 (01)04987901051095 (01)14987901051009 1220568030201 対象外 - 有
グラニセトロン静注液１ｍｇ「マイラン」 1mL×5管 マイラン製薬株式会社 114027603 (01)04987114027696 (01)14987114027600 1181029020101 マイラン製薬株式会社 - 901051507 (01)04987901051590 (01)14987901051504 1181029030201 対象 1033E6 無
グラニセトロン静注液３ｍｇ「マイラン」 3mL×5管 マイラン製薬株式会社 114027504 (01)04987114027597 (01)14987114027501 1181098020101 マイラン製薬株式会社 - 901051606 (01)04987901051699 (01)14987901051603 1181098030201 対象 3012D7 無
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「マイラン」 100mL×5袋 マイラン製薬株式会社 114038609 (01)04987114038692 (01)14987114038606 1197808020101 マイラン製薬株式会社 - 901051804 (01)04987901051897 (01)14987901051801 1197808030101 対象 M022AE1 無
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ「マイラン」 50mL×5袋 マイラン製薬株式会社 114038500 (01)04987114038593 (01)14987114038507 1207743020101 マイラン製薬株式会社 - 901051705 (01)04987901051798 (01)14987901051702 1207743030201 対象 M014AE2 無
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「マイラン」 100錠（PTP） マイラン製薬株式会社 114611406 (01)04987114611499 (01)14987114611403 1174229020101 マイラン製薬株式会社 - 901052009 (01)04987901052092 (01)14987901052006 1174229030201 対象外 - 無
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「マイラン」 500錠（PTP） マイラン製薬株式会社 114611505 (01)04987114611499 (01)14987114611502 1174229020102 マイラン製薬株式会社 - 901052108 (01)04987901052092 (01)14987901052105 1174229030202 対象外 - 無
クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「マイラン」 100錠（PTP） マイラン製薬株式会社 114611604 (01)04987114611697 (01)14987114611601 1174137020101 マイラン製薬株式会社 - 901051903 (01)04987901051996 (01)14987901051900 1174137030201 対象外 - 無
グリセリン「ニッコー」 500mL 日興製薬株式会社 114094001 (01)04987114094094 (01)14987114094008 1048247630101 日興製薬株式会社 - 901052801 (01)04987901052894 (01)14987901052808 1048247660201 対象 332308 無
グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 40mL×20個 明治薬品株式会社 114069801 (01)04987114069894 (01)14987114069808 1048469030101 明治薬品株式会社 - 901052405 (01)04987901052498 (01)14987901052402 1048469040201 対象 562202 無
グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 60mL×10個 明治薬品株式会社 114069900 (01)04987114069993 (01)14987114069907 1048568030101 明治薬品株式会社 - 901052504 (01)04987901052597 (01)14987901052501 1048568040201 対象 567203 無
グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 120mL×10個 明治薬品株式会社 114070005 (01)04987114070098 (01)14987114070002 1048674030101 明治薬品株式会社 - 901052603 (01)04987901052696 (01)14987901052600 1048674040201 対象 569203 無
グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 150mL×10個 明治薬品株式会社 114070104 (01)04987114070197 (01)14987114070101 1048766020101 明治薬品株式会社 - 901052702 (01)04987901052795 (01)14987901052709 1048766030201 対象 525108 無
グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114529503 (01)04987114529596 (01)14987114529500 1220551010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901053204 (01)04987901053297 (01)14987901053201 1220551030101 対象外 - 有
グリメピリド錠１ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114592101 (01)04987114592194 (01)14987114592108 1208832010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901053303 (01)04987901053396 (01)14987901053300 1208832030101 対象 21Z01 有
グリメピリド錠３ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114592606 (01)04987114592699 (01)14987114592603 1208849010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901053402 (01)04987901053495 (01)14987901053409 1208849030101 対象 21Y01 有
クロピドグレル錠２５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114121301 (01)04987114121394 (01)14987114121308 1241624010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901053501 (01)04987901053594 (01)14987901053508 1241624030101 対象 M033AEB 有
クロピドグレル錠２５ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114121400 (01)04987114121493 (01)14987114121407 1241624010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901053600 (01)04987901053693 (01)14987901053607 1241624030201 対象 M032AE7 有
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114121707 (01)04987114121790 (01)14987114121704 1241631010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901053709 (01)04987901053792 (01)14987901053706 1241631030101 対象 M151AF1 有
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ファイザー」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114121905 (01)04987114121790 (01)14987114121902 1241631010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901053808 (01)04987901053792 (01)14987901053805 1241631030102 対象 M155AF1 有
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114121806 (01)04987114121899 (01)14987114121803 1241631010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901053907 (01)04987901053990 (01)14987901053904 1241631030201 対象 M153AF1 有
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） マイラン製薬株式会社 114122001 (01)04987114122094 (01)14987114122008 1241631010301 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901054003 (01)04987901054096 (01)14987901054000 1241631030301 対象 M150AEB 有
ケトチフェン点鼻液０．０５％「ファイザー」 8mL×10本 マイラン製薬株式会社 114133502 (01)04987114133595 (01)14987114133509 1023190030102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901054508 (01)04987901054591 (01)14987901054505 1023190050101 対象 M008AE9 有
サラシミツロウ「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114017307 (01)04987114017390 (01)14987114017304 1117004100101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901055000 (01)04987901055093 (01)14987901055007 1117004110201 対象外 - 無
シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ファイザー」 10カプセル×10PTP マイラン製薬株式会社 114619402 (01)04987114619495 (01)14987114619409 1163780020102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901057707 (01)04987901057790 (01)14987901057704 1163780040101 対象 M256AE9 有
シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ファイザー」 10カプセル×10PTP マイラン製薬株式会社 114619303 (01)04987114619396 (01)14987114619300 1148367030102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901057806 (01)04987901057899 (01)14987901057803 1148367050101 対象外 - 有
シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 10カプセル×10PTP マイラン製薬株式会社 114619204 (01)04987114619297 (01)14987114619201 1148374030102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901057905 (01)04987901057998 (01)14987901057902 1148374050101 対象 M279AF3 有
シクロスポリン細粒１７％「ファイザー」 100g バラ マイラン製薬株式会社 114619006 (01)04987114619099 (01)14987114619003 1168563020202 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901057509 (01)04987901057592 (01)14987901057506 1168563040101 対象外 - 有
シクロスポリン細粒１７％「ファイザー」 0.3g×120包 マイラン製薬株式会社 114619105 (01)04987114619198 (01)14987114619102 1168563020102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901057608 (01)04987901057691 (01)14987901057605 1168563040201 対象 M330AF1 有
ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 10カプセル×10PTP ファイザー株式会社 114132109 (01)04987114132192 (01)14987114132106 1025712040105 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901058506 (01)04987901058599 (01)14987901058503 1025712050201 対象 FX4204 無
ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 10カプセル×50PTP ファイザー株式会社 114132208 (01)04987114132192 (01)14987114132205 1025712040106 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901058605 (01)04987901058599 (01)14987901058602 1025712050202 対象 FW3955 無
ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 10カプセル×10PTP ファイザー株式会社 114131904 (01)04987114131997 (01)14987114131901 1025668040105 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901058308 (01)04987901058391 (01)14987901058305 1025668050201 対象 FR2827 無
ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 10カプセル×50PTP ファイザー株式会社 114132000 (01)04987114131997 (01)14987114132007 1025668040106 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901058407 (01)04987901058391 (01)14987901058404 1025668050202 対象 FW3956 無
ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP ファイザー株式会社 114132307 (01)04987114132390 (01)14987114132304 1025958030105 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901108003 (01)04987901108096 (01)14987901108000 1025958050101 対象 22AE202A 有
ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ファイザー」 10錠×50PTP ファイザー株式会社 114132406 (01)04987114132390 (01)14987114132403 1025958030106 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901108102 (01)04987901108096 (01)14987901108109 1025958050102 対象 22AE201B 有
ステリゾールＳ液３％ 5L バラ 東洋製薬化成株式会社 114073204 (01)04987114073297 (01)14987114073201 1871197050101 東洋製薬化成株式会社 - 901062909 (01)04987901062992 (01)14987901062906 1871197060201 対象 110 KA 無
ステリゾール液２％ 1L バラ 東洋製薬化成株式会社 114072801 (01)04987114072894 (01)14987114072808 1871173050101 東洋製薬化成株式会社 - 901062602 (01)04987901062695 (01)14987901062609 1871173060201 対象 108KC 無
ステリゾール液２％ 5L バラ 東洋製薬化成株式会社 114072900 (01)04987114072993 (01)14987114072907 1871173050201 東洋製薬化成株式会社 - 901062701 (01)04987901062794 (01)14987901062708 1871173060301 対象 202 KB 無
ステリゾール液２０％ 500ｍL バラ 東洋製薬化成株式会社 114073006 (01)04987114073099 (01)14987114073003 1871180050101 東洋製薬化成株式会社 - 901062800 (01)04987901062893 (01)14987901062807 1871180060201 対象 105KA 無
スマトリプタン錠５０ｍｇ「マイラン」 6錠×2PTP マイラン製薬株式会社 114587404 (01)04987114587497 (01)14987114587401 1222326020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901063005 (01)04987901063098 (01)14987901063002 1222326040101 対象 FK6662 有
セネガシロップ「ニッコー」 500mL 日興製薬株式会社 114095107 (01)04987114095190 (01)14987114095104 1038170210101 日興製薬株式会社 - 901064002 (01)04987901064095 (01)14987901064009 1038170220201 対象 481906 無
セフタジジム静注用０．５ｇ「マイラン」 10バイアル マイラン製薬株式会社 114033802 (01)04987114033895 (01)14987114033809 1175639020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901065009 (01)04987901065092 (01)14987901065006 1175639040101 対象外 - 有
セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 10バイアル マイラン製薬株式会社 114033109 (01)04987114033192 (01)14987114033106 1175660020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901065108 (01)04987901065191 (01)14987901065105 1175660030101 対象外 - 有
セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ファイザー」 10バッグ ファイザー株式会社 114576309 (01)04987114576392 (01)14987114576306 1205176010101 マイランEPD合同会社 2022/4/1 901065405 (01)04987901065498 (01)14987901065402 1205176020101 対象 22F07 有
センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114143600 (01)04987114143693 (01)14987114143607 1048124020104 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901065900 (01)04987901065993 (01)14987901065907 1048124040101 対象 M697BF3 有
センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 10錠×100PTP マイラン製薬株式会社 114143709 (01)04987114143693 (01)14987114143706 1048124020105 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901066006 (01)04987901065993 (01)14987901066003 1048124040102 対象 Ｍ700AF3 有
センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 10錠×500PTP マイラン製薬株式会社 114143808 (01)04987114143693 (01)14987114143805 1048124020106 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901066105 (01)04987901065993 (01)14987901066102 1048124040103 対象 M690AEB 有
センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 1000錠 バラ マイラン製薬株式会社 114143907 (01)04987114143990 (01)14987114143904 1048124020202 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901066204 (01)04987901066297 (01)14987901066201 1048124040201 対象外 - 有
ソルバノン 500g マイラン製薬株式会社 114026101 (01)04987114026194 (01)14987114026108 1117103170101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901066303 (01)04987901066396 (01)14987901066300 1117103180201 対象 210KKK 無
ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ファイザー」 1バッグ マイラン製薬株式会社 114581600 (01)04987114581693 (01)14987114581607 1234435010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901067409 (01)04987901067492 (01)14987901067406 1234435030101 対象 M010AE5 有
ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍＬ「ファイザー」 1バイアル マイラン製薬株式会社 114581303 (01)04987114581396 (01)14987114581300 1234428010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901067300 (01)04987901067393 (01)14987901067307 1234428030101 対象 M011AE7 有
タダラフィル錠１０ｍｇＣＩ「ファイザー」 10錠×2PTP リョートーファイン株式会社 114179500 (01)04987114179593 (01)14987114179507 1878004010101 リョートーファイン株式会社 - 901107501 (01)04987901107594 (01)14987901107508 1878004030101 対象 KZ01 有
タダラフィル錠１０ｍｇＣＩ「ファイザー」 10錠×4PTP リョートーファイン株式会社 114179609 (01)04987114179593 (01)14987114179606 1878004010102 リョートーファイン株式会社 - 901107600 (01)04987901107594 (01)14987901107607 1878004030102 対象 KZ01 有
タダラフィル錠２０ｍｇＣＩ「ファイザー」 10錠×2PTP リョートーファイン株式会社 114179708 (01)04987114179791 (01)14987114179705 1878011010101 リョートーファイン株式会社 - 901107709 (01)04987901107792 (01)14987901107706 1878011030101 対象 別途案内予定 有
タダラフィル錠２０ｍｇＣＩ「ファイザー」 10錠×4PTP リョートーファイン株式会社 114179807 (01)04987114179791 (01)14987114179804 1878011010102 リョートーファイン株式会社 - 901107808 (01)04987901107792 (01)14987901107805 1878011030102 対象 LP01 有
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ファイザー」 140錠（PTP） ファイザー株式会社 114529701 (01)04987114529794 (01)14987114529708 1220650010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901068208 (01)04987901068291 (01)14987901068205 1220650030101 対象 112241 有
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファイザー」 140錠（PTP） ファイザー株式会社 114529909 (01)04987114529992 (01)14987114529906 1220667010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901068307 (01)04987901068390 (01)14987901068304 1220667020101 対象外 - 有
チアミン塩化物塩酸塩注射液１０ｍｇ「ファイザー」 1mL×50管 マイラン製薬株式会社 114139306 (01)04987114139399 (01)14987114139303 1068047270102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901068703 (01)04987901068796 (01)14987901068700 1068047290101 対象 0159E9 有
チアミン塩化物塩酸塩注射液２０ｍｇ「ファイザー」 1mL×50管 マイラン製薬株式会社 114139405 (01)04987114139498 (01)14987114139402 1068054130102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901068802 (01)04987901068895 (01)14987901068809 1068054150101 対象 0201E8 有
チモール「ファイザー」原末 25g バラ マイラン製薬株式会社 114205209 (01)04987114205292 (01)14987114205206 1116731020201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901069304 (01)04987901069397 (01)14987901069301 1116731040101 対象外 - 有
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイザー」 70枚 ファイザー株式会社 114593108 (01)04987114593191 (01)14987114593105 1214857010101 マイラン製薬株式会社 2022/6/1 901069601 (01)04987901069694 (01)14987901069608 1214857030101 対象 211201 有
ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 70枚 ファイザー株式会社 114593405 (01)04987114593498 (01)14987114593402 1214864010101 マイラン製薬株式会社 2022/6/1 901069700 (01)04987901069793 (01)14987901069707 1214864030101 対象 210802 有
ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 70枚 ファイザー株式会社 114593702 (01)04987114593795 (01)14987114593709 1214871010101 マイラン製薬株式会社 2022/6/1 901069809 (01)04987901069892 (01)14987901069806 1214871030101 対象外 - 有
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テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ファイザー」 10g×10 マイラン製薬株式会社 114209504 (01)04987114209597 (01)14987114209501 1170504020201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901040402 (01)04987901040495 (01)14987901040409 1170504040101 対象 037KKS 有
テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114578709 (01)04987114578792 (01)14987114578706 1224429010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901070102 (01)04987901070195 (01)14987901070109 1224429030101 対象外 - 有
テルミサルタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 140錠（14錠PTP×10） ダイト株式会社 114168108 (01)04987114168191 (01)14987114168105 1256284010101 ダイト株式会社 - 901070201 (01)04987901070294 (01)14987901070208 1256284030101 対象 2490911 有
テルミサルタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 100錠（瓶） ダイト株式会社 114168306 (01)04987114168399 (01)14987114168303 1256284010201 ダイト株式会社 - 901070300 (01)04987901070393 (01)14987901070307 1256284030201 対象 2491111 有
テルミサルタン錠４０ｍｇ「ファイザー」 140錠（14錠PTP×10） ダイト株式会社 114173003 (01)04987114173096 (01)14987114173000 1256291010101 ダイト株式会社 - 901070409 (01)04987901070492 (01)14987901070406 1256291030101 対象 2500121 有
テルミサルタン錠４０ｍｇ「ファイザー」 100錠（瓶） ダイト株式会社 114173201 (01)04987114173294 (01)14987114173208 1256291010201 ダイト株式会社 - 901070508 (01)04987901070591 (01)14987901070505 1256291030201 対象 2500121 有
テルミサルタン錠８０ｍｇ「ファイザー」 140錠（14錠PTP×10） ダイト株式会社 114173805 (01)04987114173898 (01)14987114173802 1256307010101 ダイト株式会社 - 901070607 (01)04987901070690 (01)14987901070604 1256307030101 対象 2511111 有
テルミサルタン錠８０ｍｇ「ファイザー」 100錠（瓶） ダイト株式会社 114173904 (01)04987114173997 (01)14987114173901 1256307010201 ダイト株式会社 - 901070706 (01)04987901070799 (01)14987901070703 1256307030201 対象 2511111 有
トウモロコシデンプン「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114024107 (01)04987114024190 (01)14987114024104 1116878090101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901071109 (01)04987901071192 (01)14987901071106 1116878100201 対象 210KKS 無
ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「ファイザー」 5mL×10管 マイラン製薬株式会社 114135605 (01)04987114135698 (01)14987114135602 1136531210102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901071901 (01)04987901071994 (01)14987901071908 1136531230101 対象外 - 有
ドブタミン点滴静注液２００ｍｇキット「ファイザー」 10袋 マイラン製薬株式会社 114135704 (01)04987114135797 (01)14987114135701 1024791030102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901072007 (01)04987901072090 (01)14987901072004 1024791050101 対象 M027AEC 有
ドブタミン点滴静注液６００ｍｇキット「ファイザー」 10袋 マイラン製薬株式会社 114135803 (01)04987114135896 (01)14987114135800 1024807030102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901072106 (01)04987901072199 (01)14987901072103 1024807050101 対象 M081AEC 有
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114108708 (01)04987114108791 (01)14987114108705 1241686010101 マイラン製薬株式会社 - 901072809 (01)04987901072892 (01)14987901072806 1241686020201 対象 M013AEB 無
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114109101 (01)04987114109194 (01)14987114109108 1241693010101 マイラン製薬株式会社 - 901072908 (01)04987901072991 (01)14987901072905 1241693020101 対象 M026AEC 無
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114109408 (01)04987114109491 (01)14987114109405 1241709010101 マイラン製薬株式会社 - 901073004 (01)04987901073097 (01)14987901073001 1241709020101 対象 M054AF4 無
ニソリ・Ｓ注 500mL×20 瓶 マイラン製薬株式会社 114042309 (01)04987114042392 (01)14987114042306 1078527040101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901073509 (01)04987901073592 (01)14987901073506 1078527050201 対象 M006AE7 無
ニソリＭ注 500mL×20 瓶 マイラン製薬株式会社 114042705 (01)04987114042798 (01)14987114042702 1078862030101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901073103 (01)04987901073196 (01)14987901073100 1078862040201 対象外 - 無
ニソリＭ注 500mL×20 袋（ソフトバッグ） マイラン製薬株式会社 114042408 (01)04987114042491 (01)14987114042405 1181180020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901073202 (01)04987901073295 (01)14987901073209 1181180030201 対象 M040AF2 無
ニソリＭ注 250mL×20 瓶 マイラン製薬株式会社 114042804 (01)04987114042897 (01)14987114042801 1078817030101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901073301 (01)04987901073394 (01)14987901073308 1078817040201 対象 M009AE2 無
ニソリＭ注 250mL×20 袋（ソフトバッグ） マイラン製薬株式会社 114042606 (01)04987114042699 (01)14987114042603 1181173020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901073400 (01)04987901073493 (01)14987901073407 1181173030201 対象 M006AE4 無
ニソリ輸液 500mL×20 瓶 マイラン製薬株式会社 114042903 (01)04987114042996 (01)14987114042900 1078190040101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901073608 (01)04987901073691 (01)14987901073605 1078190050201 対象 M007AE8 無
ハッカ油「ニッコー」 20ｍL バラ 日興製薬株式会社 114094100 (01)04987114094193 (01)14987114094107 1117400320101 日興製薬株式会社 - 901075206 (01)04987901075299 (01)14987901075203 1117400330301 対象 081029 無
ハッカ油「ニッコー」 500ｍL バラ 日興製薬株式会社 114094209 (01)04987114094292 (01)14987114094206 1117400320201 日興製薬株式会社 - 901075305 (01)04987901075398 (01)14987901075302 1117400330401 対象 081810 無
バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114146106 (01)04987114146199 (01)14987114146103 1245684010101 マイラン製薬株式会社 - 901076906 (01)04987901076999 (01)14987901076903 1245684020301 対象 M008ADB 無
バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114146205 (01)04987114146298 (01)14987114146202 1245684010201 マイラン製薬株式会社 - 901077002 (01)04987901077095 (01)14987901077009 1245684020401 対象 M008BDB 無
バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114145000 (01)04987114145093 (01)14987114145007 1245653010101 マイラン製薬株式会社 - 901076401 (01)04987901076494 (01)14987901076408 1245653020201 対象 M009AE9 無
バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114145307 (01)04987114145390 (01)14987114145304 1245660010101 マイラン製薬株式会社 - 901076500 (01)04987901076593 (01)14987901076507 1245660020201 対象 M007AE6 無
バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114145604 (01)04987114145697 (01)14987114145601 1245677010101 マイラン製薬株式会社 - 901076609 (01)04987901076692 (01)14987901076606 1245677020301 対象 M017CEB 無
バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114145703 (01)04987114145796 (01)14987114145700 1245677010201 マイラン製薬株式会社 - 901076708 (01)04987901076791 (01)14987901076705 1245677020401 対象 M017AEB 無
バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ファイザー」 14錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114145802 (01)04987114145796 (01)14987114145809 1245677010202 マイラン製薬株式会社 - 901076807 (01)04987901076791 (01)14987901076804 1245677020402 対象 M017BEB 無
パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114546807 (01)04987114546890 (01)14987114546804 1214796010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901077200 (01)04987901077293 (01)14987901077207 1214796030101 対象 FX4187 有
パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114546906 (01)04987114546890 (01)14987114546903 1214796010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901077309 (01)04987901077293 (01)14987901077306 1214796030102 対象 FX4189 有
パロキセチン錠１０ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114547002 (01)04987114547095 (01)14987114547009 1214796010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901077408 (01)04987901077491 (01)14987901077405 1214796030201 対象 FR8070 有
パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114547200 (01)04987114547293 (01)14987114547207 1214802010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901077507 (01)04987901077590 (01)14987901077504 1214802030101 対象 FP4745 有
パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114547309 (01)04987114547293 (01)14987114547306 1214802010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901077606 (01)04987901077590 (01)14987901077603 1214802030102 対象 FP4742 有
パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114547408 (01)04987114547491 (01)14987114547405 1214802010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901077705 (01)04987901077798 (01)14987901077702 1214802030201 対象 FL3615 有
パロキセチン錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114546609 (01)04987114546692 (01)14987114546606 1214789010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901077101 (01)04987901077194 (01)14987901077108 1214789030101 対象 FX4190 有
ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114548405 (01)04987114548498 (01)14987114548402 1214758010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901078603 (01)04987901078696 (01)14987901078600 1214758030101 対象 201241 有
ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114548702 (01)04987114548795 (01)14987114548709 1214765010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901078702 (01)04987901078795 (01)14987901078709 1214765020101 対象 109221 有
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114547606 (01)04987114547699 (01)14987114547603 1214734010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901078405 (01)04987901078498 (01)14987901078402 1214734030101 対象 FX4188 有
ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114548009 (01)04987114548092 (01)14987114548006 1214741010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901078504 (01)04987901078597 (01)14987901078501 1214741030101 対象 FW1855 有
ビオヂアスミンＦ－２散 1kg（缶） 日東薬品工業株式会社 114063106 (01)04987114063199 (01)14987114063103 1041996020101 日東薬品工業株式会社 - 901078801 (01)04987901078894 (01)14987901078808 1041996030201 対象 CZ05 無
ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイザー」 30錠（PTP） ファイザー株式会社 114577207 (01)04987114577290 (01)14987114577204 1208757010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901079303 (01)04987901079396 (01)14987901079300 1208757030101 対象外 - 有
ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114577306 (01)04987114577290 (01)14987114577303 1208757010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901079402 (01)04987901079396 (01)14987901079409 1208757030102 対象外 - 有
ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP10錠×10） ファイザー株式会社 114596406 (01)04987114596499 (01)14987114596403 1227314010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901079709 (01)04987901079792 (01)14987901079706 1227314030101 対象 349H 有
ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP10錠×50） ファイザー株式会社 114596505 (01)04987114596499 (01)14987114596502 1227314010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901079808 (01)04987901079792 (01)14987901079805 1227314030102 対象 350H 有
ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114596604 (01)04987114596697 (01)14987114596601 1227314010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901079907 (01)04987901079990 (01)14987901079904 1227314030201 対象 347G 有
ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP10錠×10） ファイザー株式会社 114596802 (01)04987114596895 (01)14987114596809 1227321010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901080002 (01)04987901080095 (01)14987901080009 1227321030101 対象外 - 有
ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP10錠×50） ファイザー株式会社 114596901 (01)04987114596895 (01)14987114596908 1227321010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901080101 (01)04987901080095 (01)14987901080108 1227321030102 対象 270G 有
ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114597007 (01)04987114597090 (01)14987114597004 1227321010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901080200 (01)04987901080293 (01)14987901080207 1227321030201 対象 269G 有
ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP10錠×10） ファイザー株式会社 114252302 (01)04987114252395 (01)14987114252309 1227338010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901080309 (01)04987901080392 (01)14987901080306 1227338030101 対象 120H2 有
フィナステリド錠０．２ｍｇ「ファイザー」 14錠×2PTP ファイザー株式会社 114108005 (01)04987114108098 (01)14987114108002 1877342010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901081405 (01)04987901081498 (01)14987901081402 1877342030101 対象 FN1759 有
フィナステリド錠１ｍｇ「ファイザー」 14錠×2PTP ファイザー株式会社 114108203 (01)04987114108296 (01)14987114108200 1877359010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901081504 (01)04987901081597 (01)14987901081501 1877359030101 対象 FT7839 有
フィナステリド錠１ｍｇ「ファイザー」 14錠×10PTP ファイザー株式会社 114108302 (01)04987114108296 (01)14987114108309 1877359010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901081603 (01)04987901081597 (01)14987901081600 1877359030102 対象 FM7560 有
フィナステリド錠１ｍｇ「ファイザー」 90錠（瓶） ファイザー株式会社 114108401 (01)04987114108494 (01)14987114108408 1877359010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901081702 (01)04987901081795 (01)14987901081709 1877359030201 対象外 - 有
フェノバルビタール「ホエイ」原末 25g マイラン製薬株式会社 114056306 (01)04987114056399 (01)14987114056303 1005660160102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901082303 (01)04987901082396 (01)14987901082300 1005660170201 対象 170KAP 無
フェノバルビタール散１０％「ホエイ」 500g（缶） マイラン製薬株式会社 114021106 (01)04987114021199 (01)14987114021103 1005653150101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901082402 (01)04987901082495 (01)14987901082409 1005653160101 対象 412KKT 無
ブドウ糖注射液２０％「マイラン」 20mL×100管 マイラン製薬株式会社 114135506 (01)04987114135599 (01)14987114135503 1015560400102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901083102 (01)04987901083195 (01)14987901083109 1015560470101 対象外 - 有
ブドウ糖注射液５％「マイラン」 20mL×100管 マイラン製薬株式会社 114135209 (01)04987114135292 (01)14987114135206 1073515180102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901082808 (01)04987901082891 (01)14987901082805 1073515240101 対象 40050E8 有
ブドウ糖注射液５％「マイラン」 250mL×20瓶 マイラン製薬株式会社 114135308 (01)04987114135391 (01)14987114135305 1073591070102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901082907 (01)04987901082990 (01)14987901082904 1073591090101 対象 M006ADB 有
ブドウ糖注射液５％「マイラン」 500mL×20瓶 マイラン製薬株式会社 114135407 (01)04987114135490 (01)14987114135404 1073614170102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901083003 (01)04987901083096 (01)14987901083000 1073614190101 対象 M011AE6 有
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP10錠×10） マイラン製薬株式会社 114455703 (01)04987114455796 (01)14987114455700 1227260010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901083805 (01)04987901083898 (01)14987901083802 1227260030101 対象 EH2794 有
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP10錠×10） マイラン製薬株式会社 114455505 (01)04987114455598 (01)14987114455502 1227277010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901083904 (01)04987901083997 (01)14987901083901 1227277030101 対象 EN9707 有
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ「ファイザー」 7.5g×10 マイラン製薬株式会社 114139009 (01)04987114139092 (01)14987114139006 1023114040102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901086707 (01)04987901086790 (01)14987901086704 1023114060101 対象 M011AD9 有
ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ファイザー」 100g×10本 ファイザー株式会社 114531407 (01)04987114531490 (01)14987114531404 1220674010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901086806 (01)04987901086899 (01)14987901086803 1220674030101 対象 P22A02 有
ペミロラストＫドライシロップ０．５％「マイラン」 100gバラ マイラン製薬株式会社 114018403 (01)04987114018496 (01)14987114018400 1153095020101 マイラン製薬株式会社 - 901086905 (01)04987901086998 (01)14987901086902 1153095030201 対象外 - 無
ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「マイラン」 10錠×10（PTP） マイラン製薬株式会社 114018601 (01)04987114018694 (01)14987114018608 1153088020101 マイラン製薬株式会社 - 901087100 (01)04987901087193 (01)14987901087107 1153088030201 対象 M014AEB 無
ペミロラストＫ錠５ｍｇ「マイラン」 10錠×10（PTP） マイラン製薬株式会社 114018809 (01)04987114018892 (01)14987114018806 1153071020101 マイラン製薬株式会社 - 901087001 (01)04987901087094 (01)14987901087008 1153071030201 対象 M033AF1 無
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114539007 (01)04987114539090 (01)14987114539004 1214727010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901075909 (01)04987901075992 (01)14987901075906 1214727020101 対象 P22C05 有
ペロール注 300mL×20瓶 マイラン製薬株式会社 114020208 (01)04987114020291 (01)14987114020205 1079371030101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901108607 (01)04987901108690 (01)14987901108604 1079371040201 対象 M006AE8 無
ペロール注 300mL×20袋（ソフトバッグ） マイラン製薬株式会社 114020000 (01)04987114020093 (01)14987114020007 1181289020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901087605 (01)04987901087698 (01)14987901087602 1181289030201 対象 M012AE9 無
ペロール注 500mL×20瓶 マイラン製薬株式会社 114020109 (01)04987114020192 (01)14987114020106 1079418030101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901087704 (01)04987901087797 (01)14987901087701 1079418040201 対象 M019AE6 無
ペロール注 500mL×20袋（ソフトバッグ） マイラン製薬株式会社 114019905 (01)04987114019998 (01)14987114019902 1181296020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901087803 (01)04987901087896 (01)14987901087800 1181296030201 対象 M025AEC 無
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ベンザルコニウム塩化物ラビング消毒用液０．２W／V％「ファイザー」 500mL マイラン製薬株式会社 114138408 (01)04987114138491 (01)14987114138405 1871210020102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901087902 (01)04987901087995 (01)14987901087909 1871210040101 対象 558KKA 有
ベンザルコニウム塩化物ラビング消毒用液０．２W／V％「ファイザー」 5L マイラン製薬株式会社 114138507 (01)04987114138590 (01)14987114138504 1871210020202 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901088008 (01)04987901088091 (01)14987901088005 1871210040201 対象 557KAN 有
ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「ＮＭ」 10錠×10PTP ナガセ医薬品株式会社 114198709 (01)04987883607112 (01)14987114198706 1085709070201 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901088305 (01)04987901088398 (01)14987901088302 1085709090201 対象外 - 無
ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「ＮＭ」 10錠×100PTP ナガセ医薬品株式会社 114198808 (01)04987883607112 (01)14987114198805 1085709070202 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901088404 (01)04987901088398 (01)14987901088401 1085709090202 対象外 - 無
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「ＮＭ」 10錠×10PTP ナガセ医薬品株式会社 114198907 (01)04987883608119 (01)14987114198904 1085747070201 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901088503 (01)04987901088596 (01)14987901088500 1085747090201 対象外 - 無
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「ＮＭ」 10錠×100PTP ナガセ医薬品株式会社 114199003 (01)04987883608119 (01)14987114199000 1085747070202 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901088602 (01)04987901088596 (01)14987901088609 1085747090202 対象外 - 無
ペンライブ注 300mL×20バイアル マイラン製薬株式会社 114039507 (01)04987114039590 (01)14987114039504 1079227030101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901088701 (01)04987901088794 (01)14987901088708 1079227040201 対象 M011ADB 無
ペンライブ注 300mL×20袋（ソフトバッグ） マイラン製薬株式会社 114039101 (01)04987114039194 (01)14987114039108 1181319020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901088800 (01)04987901088893 (01)14987901088807 1181319030201 対象 M019AEB 無
ペンライブ注 200mL×20バイアル マイラン製薬株式会社 114039606 (01)04987114039699 (01)14987114039603 1079210030101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901088909 (01)04987901088992 (01)14987901088906 1079210040201 対象 M018AF1 無
ペンライブ注 200mL×20袋（ソフトバッグ） マイラン製薬株式会社 114039200 (01)04987114039293 (01)14987114039207 1181302020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901089005 (01)04987901089098 (01)14987901089002 1181302030201 対象 M027AF2 無
ペンライブ注 500mL×20バイアル マイラン製薬株式会社 114039408 (01)04987114039491 (01)14987114039405 1079265030101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901089104 (01)04987901089197 (01)14987901089101 1079265040201 対象 M051AF1 無
ペンライブ注 500mL×20袋（ソフトバッグ） マイラン製薬株式会社 114039002 (01)04987114039095 (01)14987114039009 1181326020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901089203 (01)04987901089296 (01)14987901089200 1181326030201 対象 M030AF1 無
ボグリボース錠０．２ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114541802 (01)04987114541895 (01)14987114541809 1209006010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901089302 (01)04987901089395 (01)14987901089309 1209006030101 対象 P21L01 有
ボグリボース錠０．２ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114541901 (01)04987114541895 (01)14987114541908 1209006010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901089401 (01)04987901089395 (01)14987901089408 1209006030102 対象 P21L01 有
ボグリボース錠０．３ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114542304 (01)04987114542397 (01)14987114542301 1209013010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901089500 (01)04987901089593 (01)14987901089507 1209013030101 対象 P21K02 有
ボグリボース錠０．３ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114542403 (01)04987114542397 (01)14987114542400 1209013010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901089609 (01)04987901089593 (01)14987901089606 1209013030102 対象 P21K01 有
ホミカエキス散「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114018908 (01)04987114018991 (01)14987114018905 1046298140101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901090704 (01)04987901090797 (01)14987901090701 1046298150101 対象外 - 無
マレイン酸クロルフェニラミン散１％「ホエイ」 1kg マイラン製薬株式会社 114017802 (01)04987114017895 (01)14987114017809 1093667230101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901091206 (01)04987901091299 (01)14987901091203 1093667260201 対象外 - 無
ミルタザピン錠１５ｍｇ「ファイザー」 10T×10PTP ダイト株式会社 114207807 (01)04987114207890 (01)14987114207804 1264883010101 ダイト株式会社 - 901091701 (01)04987901091794 (01)14987901091708 1264883030101 対象 2730121 有
ミルタザピン錠１５ｍｇ「ファイザー」 10T×50PTP ダイト株式会社 114207906 (01)04987114207890 (01)14987114207903 1264883010102 ダイト株式会社 - 901091800 (01)04987901091794 (01)14987901091807 1264883030102 対象 2731011 有
ミルタザピン錠１５ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ダイト株式会社 114208002 (01)04987114208095 (01)14987114208009 1264883010201 ダイト株式会社 - 901091909 (01)04987901091992 (01)14987901091906 1264883030201 対象 2731012 有
ミルタザピン錠３０ｍｇ「ファイザー」 10T×10PTP ダイト株式会社 114208507 (01)04987114208590 (01)14987114208504 1264890010101 ダイト株式会社 - 901092005 (01)04987901092098 (01)14987901092002 1264890030101 対象 2851011 有
ミルタザピン錠３０ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ダイト株式会社 114208705 (01)04987114208798 (01)14987114208702 1264890010201 ダイト株式会社 - 901092104 (01)04987901092197 (01)14987901092101 1264890030201 対象 2851011 有
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ファイザー」 10錠×10PTP ファイザー株式会社 114122803 (01)04987114122896 (01)14987114122800 1241716010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901092906 (01)04987901092999 (01)14987901092903 1241716030101 対象外 - 有
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ファイザー」 10錠×50PTP ファイザー株式会社 114122902 (01)04987114122896 (01)14987114122909 1241716010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901093002 (01)04987901092999 (01)14987901093009 1241716030102 対象外 - 有
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114123008 (01)04987114123091 (01)14987114123005 1241716010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901093101 (01)04987901093194 (01)14987901093108 1241716030201 対象 FE0796 有
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ファイザー」 10錠×10PTP ファイザー株式会社 114123305 (01)04987114123398 (01)14987114123302 1241723010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901093200 (01)04987901093293 (01)14987901093207 1241723030101 対象外 - 有
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ファイザー」 10錠×50PTP ファイザー株式会社 114123404 (01)04987114123398 (01)14987114123401 1241723010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901093309 (01)04987901093293 (01)14987901093306 1241723030102 対象外 - 有
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114123503 (01)04987114123596 (01)14987114123500 1241723010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901093408 (01)04987901093491 (01)14987901093405 1241723030201 対象外 - 有
モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114531605 (01)04987114531698 (01)14987114531602 1220629010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901094108 (01)04987901094191 (01)14987901094105 1220629030101 対象外 - 有
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114531803 (01)04987114531896 (01)14987114531800 1220636010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901094207 (01)04987901094290 (01)14987901094204 1220636030101 対象外 - 有
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114531902 (01)04987114531896 (01)14987114531909 1220636010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901094306 (01)04987901094290 (01)14987901094303 1220636030102 対象 112071 有
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114607003 (01)04987114607096 (01)14987114607000 1220636010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901094405 (01)04987901094498 (01)14987901094402 1220636030201 対象外 - 有
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」１１２噴霧用 13g×5本 東興薬品工業株式会社 114214201 (01)04987114214294 (01)14987114214208 1268157010101 東興薬品工業株式会社 - 901094702 (01)04987901094795 (01)14987901094709 1268157020201 対象 1K01 無
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」１１２噴霧用 13g×10本 東興薬品工業株式会社 114214300 (01)04987114214294 (01)14987114214307 1268157010102 東興薬品工業株式会社 - 901094801 (01)04987901094795 (01)14987901094808 1268157020202 対象 1I02 無
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」５６噴霧用 7g×5本 東興薬品工業株式会社 114213709 (01)04987114213792 (01)14987114213706 1268140010101 東興薬品工業株式会社 - 901094504 (01)04987901094597 (01)14987901094501 1268140020201 対象 1K01 無
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」５６噴霧用 7g×10本 東興薬品工業株式会社 114213808 (01)04987114213792 (01)14987114213805 1268140010102 東興薬品工業株式会社 - 901094603 (01)04987901094597 (01)14987901094600 1268140020202 対象 1K02 無
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠PTP×10） ファイザー株式会社 114168801 (01)04987114168894 (01)14987114168808 1256314010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901095709 (01)04987901095792 (01)14987901095706 1256314030101 対象外 - 有
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ファイザー」 28錠（14錠PTP×2） ファイザー株式会社 114168900 (01)04987114168993 (01)14987114168907 1256314010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901095808 (01)04987901095891 (01)14987901095805 1256314030201 対象外 - 有
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ファイザー」 140錠（14錠PTP×10） ファイザー株式会社 114169006 (01)04987114168993 (01)14987114169003 1256314010202 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901095907 (01)04987901095891 (01)14987901095904 1256314030202 対象外 - 有
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠PTP×10） ファイザー株式会社 114157805 (01)04987114157898 (01)14987114157802 1251258010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901095303 (01)04987901095396 (01)14987901095300 1251258030101 対象外 - 有
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ファイザー」 28錠（14錠PTP×2） ファイザー株式会社 114158000 (01)04987114158093 (01)14987114158007 1251258010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901095402 (01)04987901095495 (01)14987901095409 1251258030201 対象外 - 有
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ファイザー」 140錠（14錠PTP×10） ファイザー株式会社 114158109 (01)04987114158093 (01)14987114158106 1251258010202 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901095501 (01)04987901095495 (01)14987901095508 1251258030202 対象外 - 有
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ファイザー」 420錠（14錠PTP×30） ファイザー株式会社 114158208 (01)04987114158093 (01)14987114158205 1251258010203 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901095600 (01)04987901095495 (01)14987901095607 1251258030203 対象外 - 有
モンテルカスト錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠PTP×10） ファイザー株式会社 114157201 (01)04987114157294 (01)14987114157208 1251241010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901095105 (01)04987901095198 (01)14987901095102 1251241030101 対象外 - 有
モンテルカスト錠５ｍｇ「ファイザー」 28錠（14錠PTP×2） ファイザー株式会社 114157300 (01)04987114157393 (01)14987114157307 1251241010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901095204 (01)04987901095297 (01)14987901095201 1251241030201 対象外 - 有
ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114532503 (01)04987114532596 (01)14987114532500 1220605010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901096409 (01)04987901096492 (01)14987901096406 1220605030101 対象 P22C02 有
ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114532602 (01)04987114532596 (01)14987114532609 1220605010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901096508 (01)04987901096492 (01)14987901096505 1220605030102 対象 P22B02 有
ラフチジン錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114532206 (01)04987114532299 (01)14987114532203 1220599010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901096300 (01)04987901096393 (01)14987901096307 1220599030101 対象 P22C01 有
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114544803 (01)04987114544896 (01)14987114544800 1208955010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901097000 (01)04987901097093 (01)14987901097007 1208955030101 対象 P22B01 有
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114543905 (01)04987114544896 (01)14987114543902 1208955010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901097109 (01)04987901097093 (01)14987901097106 1208955030102 対象 P22A05 有
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ファイザー株式会社 114544209 (01)04987114544292 (01)14987114544206 1208955010301 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901097406 (01)04987901097499 (01)14987901097403 1208955030201 対象 P22B04 有
ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114544407 (01)04987114544490 (01)14987114544404 1208962010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901097505 (01)04987901097598 (01)14987901097502 1208962030101 対象 P21L01 有
ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10（PTP） ファイザー株式会社 114543608 (01)04987114543691 (01)14987114543605 1278453010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901107907 (01)04987901107990 (01)14987901107904 1278453030101 対象 P21D01 有
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ファイザー」 40錠（PTP） ファイザー株式会社 114532909 (01)04987114532992 (01)14987114532906 1220643010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901099806 (01)04987901099899 (01)14987901099803 1220643030101 対象外 - 有
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ファイザー」 56錠（PTP） ファイザー株式会社 114533104 (01)04987114533197 (01)14987114533101 1220643010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901099905 (01)04987901099998 (01)14987901099902 1220643030201 対象外 - 有
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114540607 (01)04987114540690 (01)14987114540604 1214772010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901099608 (01)04987901099691 (01)14987901099605 1214772030101 対象 109301 有
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 140錠（PTP） ファイザー株式会社 114540706 (01)04987114540799 (01)14987114540703 1214772010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901099707 (01)04987901099790 (01)14987901099704 1214772030201 対象 109301 有
リドカイン注「ＮＭ」０．５％ 20mL×5瓶 ナガセ医薬品株式会社 114099105 (01)04987114099198 (01)14987114099102 1016611100101 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901100007 (01)04987901100090 (01)14987901100004 1016611130301 対象 1X0101 無
リドカイン注「ＮＭ」０．５％ 100mL ナガセ医薬品株式会社 114099006 (01)04987114099099 (01)14987114099003 1016611100201 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901100106 (01)04987901100199 (01)14987901100103 1016611130401 対象 170101 無
リドカイン注「ＮＭ」１％ 20mL×5瓶 ナガセ医薬品株式会社 114099303 (01)04987114099396 (01)14987114099300 1016635100101 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901100205 (01)04987901100298 (01)14987901100202 1016635130301 対象 1X0101 無
リドカイン注「ＮＭ」１％ 100mL ナガセ医薬品株式会社 114099204 (01)04987114099297 (01)14987114099201 1016635100201 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901100304 (01)04987901100397 (01)14987901100301 1016635130401 対象 170101 無
リドカイン注「ＮＭ」２％ 20mL×5瓶 ナガセ医薬品株式会社 114099501 (01)04987114099594 (01)14987114099508 1016642090101 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901100403 (01)04987901100496 (01)14987901100400 1016642120201 対象 060101 無
リドカイン注「ＮＭ」２％ 100mL ナガセ医薬品株式会社 114099402 (01)04987114099495 (01)14987114099409 1016642090201 シオノギファーマ株式会社 2022/4/1 901100502 (01)04987901100595 (01)14987901100509 1016642120301 対象外 - 無
リン酸コデイン散１％「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114016102 (01)04987114016195 (01)14987114016109 1039245310101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901101400 (01)04987901101493 (01)14987901101407 1039245350201 対象 929KAT 無
リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114014603 (01)04987114014696 (01)14987114014600 1156768040101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901101509 (01)04987901101592 (01)14987901101506 1156768060101 対象 FD7347 有
リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114014702 (01)04987114014696 (01)14987114014709 1156768040102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901101608 (01)04987901101592 (01)14987901101605 1156768060102 対象 EK9674 有
リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114014504 (01)04987114014597 (01)14987114014501 1156768040201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901101707 (01)04987901101790 (01)14987901101704 1156768060201 対象 FD7333 有
リン酸ジヒドロコデイン散１％「ホエイ」 500g マイラン製薬株式会社 114016003 (01)04987114016096 (01)14987114016000 1039252300101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901101806 (01)04987901101899 (01)14987901101803 1039252340201 対象 514KOQ 無
レトロゾール錠２．５ｍｇ「ファイザー」 10錠×10PTP ファイザー株式会社 114107503 (01)04987114107596 (01)14987114107500 1241747010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901101905 (01)04987901101998 (01)14987901101902 1241747030101 対象 FL7841 有
レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114542809 (01)04987114542892 (01)14987114542806 1208979010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901102001 (01)04987901102094 (01)14987901102008 1208979030101 対象 FT7996 有
レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 630錠（PTP） ファイザー株式会社 114542908 (01)04987114542991 (01)14987114542905 1208979010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901102100 (01)04987901102193 (01)14987901102107 1208979030201 対象 FT7996 有
レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114543004 (01)04987114543097 (01)14987114543001 1208979010301 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901102209 (01)04987901102292 (01)14987901102206 1208979030301 対象 FC4524R 有
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レボカバスチン点眼液０．０２５％「ファイザー」 5mL×10本 ファイザー株式会社 114578907 (01)04987114578990 (01)14987114578904 1214673010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901102407 (01)04987901102490 (01)14987901102404 1214673030101 対象 SB06 有
レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイザー」 5mL×10本 ファイザー株式会社 114527103 (01)04987114527196 (01)14987114527100 1220612010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901102902 (01)04987901102995 (01)14987901102909 1220612030101 対象 SC02 有
レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイザー」 5mL×10本 ファイザー株式会社 114594600 (01)04987114594693 (01)14987114594607 1223323010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901103008 (01)04987901103091 (01)14987901103005 1223323020101 対象外 - 有
レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ「ファイザー」 10袋 マイラン製薬株式会社 114193407 (01)04987114193490 (01)14987114193404 1263282010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901102803 (01)04987901102896 (01)14987901102800 1263282030101 対象 M007AE4 有
ロートエキス散「ホエイ」 500g バラ マイラン製薬株式会社 114015808 (01)04987114015891 (01)14987114015805 1019568300101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901103107 (01)04987901103190 (01)14987901103104 1019568310201 対象 342KAN 無
ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114549709 (01)04987114549792 (01)14987114549706 1214703010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901104807 (01)04987901104890 (01)14987901104804 1214703020101 対象 21Y07 有
ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114548900 (01)04987114548993 (01)14987114548907 1214680010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901104203 (01)04987901104296 (01)14987901104200 1214680020101 対象 21X03 有
ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114549006 (01)04987114548993 (01)14987114549003 1214680010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901104302 (01)04987901104296 (01)14987901104309 1214680020102 対象 21X02 有
ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114549105 (01)04987114549198 (01)14987114549102 1214680010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901104401 (01)04987901104494 (01)14987901104408 1214680020201 対象 21901 有
ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114549303 (01)04987114549396 (01)14987114549300 1214697010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901104500 (01)04987901104593 (01)14987901104507 1214697030101 対象 21X05 有
ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114549402 (01)04987114549396 (01)14987114549409 1214697010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901104609 (01)04987901104593 (01)14987901104606 1214697030102 対象 21X04 有
ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 500錠（瓶） ファイザー株式会社 114549501 (01)04987114549594 (01)14987114549508 1214697010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901104708 (01)04987901104791 (01)14987901104705 1214697030201 対象 21X05 有
ロサルヒド配合錠ＨＤ「ファイザー」 10錠×10PTP ファイザー株式会社 114162205 (01)04987114162298 (01)14987114162202 1251265010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901105200 (01)04987901105293 (01)14987901105207 1251265030101 対象 FK2883 有
ロサルヒド配合錠ＬＤ「ファイザー」 10錠×10PTP ファイザー株式会社 114250605 (01)04987114250698 (01)14987114250602 1234442010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901104906 (01)04987901104999 (01)14987901104903 1234442030101 対象 FW5497 有
ロサルヒド配合錠ＬＤ「ファイザー」 10錠×50PTP ファイザー株式会社 114250803 (01)04987114250698 (01)14987114250800 1234442010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901105002 (01)04987901104999 (01)14987901105009 1234442030102 対象 FL3606 有
ロサルヒド配合錠ＬＤ「ファイザー」 500錠（バラ） ファイザー株式会社 114250704 (01)04987114250797 (01)14987114250701 1234442010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901105101 (01)04987901105194 (01)14987901105108 1234442030201 対象 FM1947 有
ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠×10PTP） ファイザー株式会社 114183903 (01)04987114183996 (01)14987114183900 1258479010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901105309 (01)04987901105392 (01)14987901105306 1258479030101 対象 FT1229 有
ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 500錠（10錠×50PTP） ファイザー株式会社 114184009 (01)04987114183996 (01)14987114184006 1258479010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901105408 (01)04987901105392 (01)14987901105405 1258479030102 対象 FT7995 有
ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 140錠（14錠×10PTP） ファイザー株式会社 114184108 (01)04987114184191 (01)14987114184105 1258479010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901105507 (01)04987901105590 (01)14987901105504 1258479030201 対象 FR8087 有
ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ファイザー株式会社 114184306 (01)04987114184399 (01)14987114184303 1258479010301 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901105606 (01)04987901105699 (01)14987901105603 1258479030301 対象 FR8072 有
ロスバスタチン錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（10錠×10PTP） ファイザー株式会社 114184702 (01)04987114184795 (01)14987114184709 1258486010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901105705 (01)04987901105798 (01)14987901105702 1258486030101 対象 FP8581 有
ロスバスタチン錠５ｍｇ「ファイザー」 500錠（10錠×50PTP） ファイザー株式会社 114184801 (01)04987114184795 (01)14987114184808 1258486010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901105804 (01)04987901105798 (01)14987901105801 1258486030102 対象 FR5460 有
ロスバスタチン錠５ｍｇ「ファイザー」 140錠（14錠×10PTP） ファイザー株式会社 114184900 (01)04987114184993 (01)14987114184907 1258486010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901105903 (01)04987901105996 (01)14987901105900 1258486030201 対象 FR5462 有
ロスバスタチン錠５ｍｇ「ファイザー」 100錠（バラ） ファイザー株式会社 114185006 (01)04987114185099 (01)14987114185003 1258486010301 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901106009 (01)04987901106092 (01)14987901106006 1258486030301 対象 FP1612 有
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 50錠（PTP） ファイザー株式会社 114535801 (01)04987114535894 (01)14987114535808 1208924010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901106702 (01)04987901106795 (01)14987901106709 1208924020101 対象 22202 有
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 300錠（PTP） ファイザー株式会社 114535900 (01)04987114535894 (01)14987114535907 1208924010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901106801 (01)04987901106795 (01)14987901106808 1208924020102 対象 22102 有
ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 100錠（PTP） ファイザー株式会社 114535405 (01)04987114535498 (01)14987114535402 1208917010101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901106405 (01)04987901106498 (01)14987901106402 1208917020101 対象外 - 有
ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 500錠（PTP） ファイザー株式会社 114535504 (01)04987114535498 (01)14987114535501 1208917010102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901106504 (01)04987901106498 (01)14987901106501 1208917020102 対象 22202 有
ロラタジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 420錠（PTP） ファイザー株式会社 114535603 (01)04987114535696 (01)14987114535600 1208917010201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901106603 (01)04987901106696 (01)14987901106600 1208917020201 対象 22202 有
黄色ワセリン 500g（瓶） マイラン製薬株式会社 114015501 (01)04987114015594 (01)14987114015508 1116946170101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901041607 (01)04987901041690 (01)14987901041604 1116946180201 対象外 - 無
希ヨードチンキ「ニッコー」 500ｍL バラ 日興製薬株式会社 114095008 (01)04987114095091 (01)14987114095005 1057072530101 日興製薬株式会社 - 901050708 (01)04987901050791 (01)14987901050705 1057072540201 対象 300023 無
酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 0.33g×1050包 ニプロ株式会社 114070203 (01)04987190669612 (01)14987114070200 1047615470101 ニプロ株式会社 - 901055505 (01)04987901055598 (01)14987901055502 1047615490501 対象 20N011 無
酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 0.5g×1050包 ニプロ株式会社 114070401 (01)04987190669629 (01)14987114070408 1047615470201 ニプロ株式会社 - 901055604 (01)04987901055697 (01)14987901055601 1047615490601 対象 22E011 無
酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 0.5g×4620包 ニプロ株式会社 114071002 (01)04987190669629 (01)14987114071009 1047615470202 ニプロ株式会社 - 901055703 (01)04987901055697 (01)14987901055700 1047615490602 対象 21K011 無
酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 0.67g×1050包 ニプロ株式会社 114071101 (01)04987190669643 (01)14987114071108 1047615470301 ニプロ株式会社 - 901055802 (01)04987901055895 (01)14987901055809 1047615490701 対象 22E012 無
酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 0.67g×4620包 ニプロ株式会社 114071309 (01)04987190669643 (01)14987114071306 1047615470302 ニプロ株式会社 - 901055901 (01)04987901055895 (01)14987901055908 1047615490702 対象 22E011 無
酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 1g×1050包 ニプロ株式会社 114071408 (01)04987190669650 (01)14987114071405 1047615470401 ニプロ株式会社 - 901056007 (01)04987901056090 (01)14987901056004 1047615490801 対象 21S022 無
酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 1g×3780包 ニプロ株式会社 114071507 (01)04987190669650 (01)14987114071504 1047615470402 ニプロ株式会社 - 901056106 (01)04987901056090 (01)14987901056103 1047615490802 対象 21S021 無
酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイラン」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114001405 (01)04987114001498 (01)14987114001402 1217148020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901056205 (01)04987901056298 (01)14987901056202 1217148040101 対象 M141CE7 有
酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイラン」 10錠×100PTP マイラン製薬株式会社 114001504 (01)04987114001498 (01)14987114001501 1217148020102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901056304 (01)04987901056298 (01)14987901056301 1217148040102 対象 M141BE7 有
酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「マイラン」 1000錠 バラ マイラン製薬株式会社 114001603 (01)04987114001696 (01)14987114001600 1217148020201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901056403 (01)04987901056496 (01)14987901056400 1217148040201 対象 M141AE7 有
酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114001702 (01)04987114001795 (01)14987114001709 1217155020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901056502 (01)04987901056595 (01)14987901056509 1217155040101 対象 M273AE3 有
酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 10錠×100PTP マイラン製薬株式会社 114001801 (01)04987114001795 (01)14987114001808 1217155020102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901056601 (01)04987901056595 (01)14987901056608 1217155040102 対象外 - 有
酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」 1000錠 バラ マイラン製薬株式会社 114001900 (01)04987114001993 (01)14987114001907 1217155020201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901056700 (01)04987901056793 (01)14987901056707 1217155040201 対象 M277AE9 有
酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」 10錠×10PTP マイラン製薬株式会社 114002006 (01)04987114002099 (01)14987114002003 1217162020101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901056809 (01)04987901056892 (01)14987901056806 1217162040101 対象 M159CE7 有
酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」 10錠×50PTP マイラン製薬株式会社 114002402 (01)04987114002099 (01)14987114002409 1217162020102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901056908 (01)04987901056892 (01)14987901056905 1217162040102 対象 M159BE7 有
酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」 500錠 バラ マイラン製薬株式会社 114002501 (01)04987114002594 (01)14987114002508 1217162020201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901057004 (01)04987901057097 (01)14987901057001 1217162040201 対象 M158AE7 有
消毒用エタノール「ニッコー」 500mL 日興製薬株式会社 114072009 (01)04987114072092 (01)14987114072006 1057997650101 日興製薬株式会社 - 901060806 (01)04987901060899 (01)14987901060803 1057997670101 対象外 - 無
消毒用エタノール「ニッコー」 5L 日興製薬株式会社 114072108 (01)04987114072191 (01)14987114072105 1057997650201 日興製薬株式会社 - 901060905 (01)04987901060998 (01)14987901060902 1057997670201 対象外 - 無
消毒用エタノール「ニッコー」 10L 日興製薬株式会社 114072207 (01)04987114072290 (01)14987114072204 1057997650301 日興製薬株式会社 - 901061001 (01)04987901061094 (01)14987901061008 1057997670301 対象外 - 無
消毒用エタノール「ニッコー」 16L 日興製薬株式会社 114072306 (01)04987114072399 (01)14987114072303 1057997650401 日興製薬株式会社 - 901061100 (01)04987901061193 (01)14987901061107 1057997670401 対象外 - 無
硝酸銀「ファイザー」原末 25g バラ マイラン製薬株式会社 114207005 (01)04987114207098 (01)14987114207002 1066470070201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901060202 (01)04987901060295 (01)14987901060209 1066470080101 対象外 - 有
生理食塩液「マイラン」 20mL×100管 マイラン製薬株式会社 114134608 (01)04987114134691 (01)14987114134605 1076608320102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901063401 (01)04987901063494 (01)14987901063408 1076608380101 対象 20296E8 有
生理食塩液「マイラン」 100mL×10瓶 マイラン製薬株式会社 114134707 (01)04987114134790 (01)14987114134704 1076677270102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901063500 (01)04987901063593 (01)14987901063507 1076677300101 対象 M194AF2 有
生理食塩液「マイラン」 250mL×20瓶 マイラン製薬株式会社 114134806 (01)04987114134899 (01)14987114134803 1076691040102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901063609 (01)04987901063692 (01)14987901063606 1076691060101 対象 M012AF1 有
生理食塩液「マイラン」 500mL×20瓶 マイラン製薬株式会社 114134905 (01)04987114134998 (01)14987114134902 1076714180102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901063708 (01)04987901063791 (01)14987901063705 1076714200101 対象 M016AEC 有
精製水 500mL 日興製薬株式会社 114093103 (01)04987114093196 (01)14987114093100 1117172630101 日興製薬株式会社 - 901063104 (01)04987901063197 (01)14987901063101 1117172650201 対象外 - 無
精製水 18L 日興製薬株式会社 114093202 (01)04987114093295 (01)14987114093209 1117172630201 日興製薬株式会社 - 901063203 (01)04987901063296 (01)14987901063200 1117172650301 対象 471253 無
単シロップ 500mL 日興製薬株式会社 114095602 (01)04987114095695 (01)14987114095609 1117318270101 日興製薬株式会社 - 901068406 (01)04987901068499 (01)14987901068403 1117318280201 対象 501258 無
単軟膏「ホエイ」 500g（瓶） マイラン製薬株式会社 114025104 (01)04987114025197 (01)14987114025101 1117028190101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901068505 (01)04987901068598 (01)14987901068502 1117028200201 対象 314KAQ 無
沈降炭酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」 500g 小堺製薬株式会社 114095701 (01)04987114095794 (01)14987114095708 1047677310201 小堺製薬株式会社 - 901069502 (01)04987901069595 (01)14987901069509 1047677320201 対象 AG-20 無
白色ワセリン 500g（ガラス瓶） マイラン製薬株式会社 114015402 (01)04987114015495 (01)14987114015409 1116960500101 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901075107 (01)04987901075190 (01)14987901075104 1116960510301 対象 245KKS 無
白色ワセリン 500g（ポリ容器） マイラン製薬株式会社 114015303 (01)04987114015396 (01)14987114015300 1116960500201 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901075008 (01)04987901075091 (01)14987901075005 1116960510401 対象 別途案内予定 無
無水エタノール「ニッコー」 500mL 日興製薬株式会社 114095503 (01)04987114095596 (01)14987114095500 1058000460101 日興製薬株式会社 - 901092203 (01)04987901092296 (01)14987901092200 1058000480201 対象 211008 無
無水エタノール注「ファイザー」 5mL×10管 マイラン製薬株式会社 114115805 (01)04987114115898 (01)14987114115802 1870725020102 マイランEPD合同会社 2022/6/1 901092302 (01)04987901092395 (01)14987901092309 1870725040101 対象 0033EC 有
*1：バーコードシール貼付対象製品においては現行品の個装箱に新流通のバーコードシールが貼付された製品が納入されます。ただし、PTP シート、分包フィルム、バラ包装ボトルおよび添付文書等にはシール貼付等の対応をしておりませんのでご了承ください。
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