
 

 

  (2) 訂正 

   1129009S1  「ゾルピデム酒石酸塩内用液５ｍｇ１ｍＬ」 

            →「ゾルピデム酒石酸塩経口液５ｍｇ」 

   1129009S2  「ゾルピデム酒石酸塩内用液１０ｍｇ２ｍＬ」 

            →「ゾルピデム酒石酸塩経口液１０ｍｇ」 

   1147700J4  「ジクロフェナクナトリウム外用キット２５ｍｇ」 

            →「ジクロフェナクＮａ注腸剤２５ｍｇ」 

   1147700J5  「ジクロフェナクナトリウム外用キット５０ｍｇ」 

            →「ジクロフェナクＮａ注腸剤５０ｍｇ」 

   1149010Q1  「プラノプロフェンシロップ１．５％」 

            →「プラノプロフェン経口液１．５％」 

   1149019S1  「ロキソプロフェンナトリウム水和物液０．６％」 

            →「ロキソプロフェンＮａ経口液０．６％」 

   1169101F3  「レボドパ・カルビドパ水和物錠５０ｍｇ」 

            →「レボドパ５０ｍｇ・カルビドパ配合錠」 

   1179038S2  「リスペリドン液０．１％０．５ｍＬ」 

            →「リスペリドン経口液０．１％０．５ｍＬ」 

   1179038S3  「リスペリドン液０．１％１ｍＬ」 

            →「リスペリドン経口液０．１％１ｍＬ」 

   1179038S4  「リスペリドン液０．１％２ｍＬ」 

            →「リスペリドン経口液０．１％２ｍＬ」 

   1179038S5  「リスペリドン液０．１％３ｍＬ」 

            →「リスペリドン経口液０．１％３ｍＬ」 

   1179041F4  「パロキセチン塩酸塩水和物口腔内崩壊錠１０ｍｇ」 

            →「パロキセチン口腔内崩壊錠１０ｍｇ」 

   1179041F5  「パロキセチン塩酸塩水和物口腔内崩壊錠２０ｍｇ」 

            →「パロキセチン口腔内崩壊錠２０ｍｇ」 

   1179041F6  「パロキセチン塩酸塩水和物口腔内崩壊錠５ｍｇ」 

            →「パロキセチン口腔内崩壊錠５ｍｇ」 

   1180109F1  「サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩配合剤錠」 

            →「プロメタジン６．７５ｍｇ等配合非ピリン系感冒剤」 

   1190012S1  「ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ１．５ｍＬ」 

            →「ドネペジル塩酸塩経口液３ｍｇ１．５ｍＬ」 

   1190012S2  「ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ２．５ｍＬ」 

            →「ドネペジル塩酸塩経口液５ｍｇ２．５ｍＬ」 

   1190012S3  「ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ５ｍＬ」 

            →「ドネペジル塩酸塩経口液１０ｍｇ５ｍＬ」 

   1249005F1  「チメピジウム臭化物水和物錠３０ｍｇ」 

            →「チメピジウム臭化物錠３０ｍｇ」 

   1315701Q1  「デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム点眼液０．０２％」 

            →「メタスルホ安息香酸デキサメタゾンＮａ点眼液０．０２％」 



 

 

   1315701Q2  「デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム点眼液０．０５％」 

            →「メタスルホ安息香酸デキサメタゾンＮａ点眼液０．０５％」 

   1317702Q1  「クロラムフェニコール点眼液５ｍｇ」 

            →「クロラムフェニコール点眼液０．５％」 

   1317706Q1  「ゲンタマイシン硫酸塩点眼液３ｍｇ」 

            →「ゲンタマイシン硫酸塩点眼液０．３％」 

   1319703Q2  「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物点眼液０．０２％５ｍＬ」 

            →「アズレンスルホン酸Ｎａ点眼液０．０２％５ｍＬ」 

   1319709Q3  「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム点眼液１％５ｍＬ」 

            →「コンドロイチン硫酸エステルＮａ点眼液１％５ｍＬ」 

   1319709Q4  「コンドロイチン硫酸エステルＮａ点眼液３％」 

            →「コンドロイチン硫酸エステルＮａ点眼液３％５ｍＬ」 

   1319716Q4  「硫酸亜鉛水和物点眼液０．２％５ｍＬ」 

            →「硫酸亜鉛点眼液０．２％５ｍＬ」 

   1319722Q2  「オフロキサシン液０．３％」 

            →「オフロキサシンゲル化点眼液０．３％」 

   1319802Q2  「クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム点眼液５ｍＬ」 

            →「クロラムフェニコール・コリスチン配合点眼液」 

   1319811Q2  「フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム点眼液５ｍＬ」 

            →「ＦＡＤ・コンドロイチン配合点眼液」 

   1329701Q1  「ジオクチルソジウムスルホサクシネート液５％」 

            →「ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液５％」 

   1329702R3  「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液８．５ｍｇ８．５ｇ」 

            →「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ８．５ｇ」 

   1329702R5  「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液９．３７５ｍｇ７．５ｇ」 

            →「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ７．５ｇ」 

   2129008F1  「ピルシカイニド塩酸塩水和物錠２５ｍｇ」 

            →「ピルシカイニド塩酸塩錠２５ｍｇ」 

   2129008F2  「ピルシカイニド塩酸塩水和物錠５０ｍｇ」 

            →「ピルシカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ」 

   2139001S5  「イソソルビド液７０％分包４０ｍＬ」 

            →「イソソルビド経口液７０％４０ｍＬ」 

   2160003S1  「スマトリプタン液５０ｍｇ２ｍＬ」 

            →「スマトリプタン経口液５０ｍｇ２ｍＬ」 

   2171018K1  「ニトログリセリン錠０．３ｍｇ」 

            →「ニトログリセリン舌下錠０．３ｍｇ」 

   2171022Q1  「アムロジピンベシル酸塩内用ゼリー２．５ｍｇ」 

            →「アムロジピン経口ゼリー２．５ｍｇ」 

   2171022Q2  「アムロジピンベシル酸塩内用ゼリー５ｍｇ」 

            →「アムロジピン経口ゼリー５ｍｇ」 

 



 

 

   2171701S6  「ニトログリセリンテープ（２７ｍｇ）９．６ｃｍ２」 

            →「ニトログリセリンテープ２７ｍｇ（９．６ｃｍ２）」 

   2189015F3  「アトルバスタチンＣａ口腔内崩壊錠５ｍｇ」 

            →「アトルバスタチン口腔内崩壊錠５ｍｇ」 

   2189015F4  「アトルバスタチンＣａ口腔内崩壊錠１０ｍｇ」 

            →「アトルバスタチン口腔内崩壊錠１０ｍｇ」 

   2190016B1  「ポリスチレンスルホン酸カルシウム散９６．７％」 

            →「ポリスチレンスルホン酸Ｃａ散９６．７％」 

   2190016D1  「ポリスチレンスルホン酸カルシウム顆粒８９．２９％」 

            →「ポリスチレンスルホン酸Ｃａ顆粒８９．２９％」 

   2190016Q2  「ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー２０％」 

            →「ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％２５ｇ」 

   2190026R1  「ボセンタンシロップ用６．２５％」 

            →「ボセンタン成人用シロップ用６．２５％」 

   2223001C1  「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物細粒１０％」 

            →「デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒１０％」 

   2223001F2  「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物錠１５ｍｇ」 

            →「デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ」 

   2229100B1  「ジヒドロコデインリン酸塩・ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩配合剤散」 

            →「ジヒドロコデイン・ｄｌ－メチルエフェドリン等配合散」 

   2229104M1  「ジプロフィリン・メトキシフェナミン配合剤カプセル」 

            →「ジプロフィリン・メトキシフェナミン等配合剤カプセル」 

   2239001G1  「アンブロキソール塩酸塩徐放性口腔内崩壊錠４５ｍｇ」 

            →「アンブロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠４５ｍｇ」 

   2239001S2  「アンブロキソール塩酸塩液０．３％」 

            →「アンブロキソール塩酸塩経口液０．３％」 

   2251001M3  「テオフィリン徐放カプセル５０ｍｇ」 

            →「テオフィリン徐放カプセル５０ｍｇ（１２～２４時間持続）」 

   2259004R1  「プロカテロール塩酸塩水和物シロップ用０．０１％」 

            →「プロカテロール塩酸塩シロップ用０．０１％」 

   2260700B1  「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤０．４％」 

            →「アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用散０．４％」 

   2260700F1  「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤４％」 

            →「アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用液４％」 

   2260700F2  「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤１％」 

            →「アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用液１％」 

   2260702F1  「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤０．１％」 

            →「アズレンスルホン酸Ｎａ・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤」 

   2314002F2  「ベルベリン塩化物水和物錠１００ｍｇ」 

            →「ベルベリン塩化物錠１００ｍｇ」 

 



 

 

   2316003B1  「ビフィズス菌配合剤散」 

            →「ビフィズス菌・ラクトミン配合散」 

   2316003F1  「ビフィズス菌配合錠」 

            →「ビフィズス菌・ラクトミン配合錠」 

   2316004B1  「耐性乳酸菌散（６ｍｇ）」 

            →「耐性乳酸菌散０．６％」 

   2316004F1  「耐性乳酸菌錠」 

            →「耐性乳酸菌錠６ｍｇ」 

   2316005B1  「カゼイ菌散」 

            →「ビオラクチス散５０％」 

   2316015B1  「有胞子性乳酸菌散２％」 

            →「ラクボン散２％」 

   2316016F1  「耐性乳酸菌配合錠」 

            →「耐性乳酸菌錠１８ｍｇ」 

   2316016M1  「耐性乳酸菌配合剤カプセル」 

            →「耐性乳酸菌カプセル２７．９ｍｇ」 

   2316020F1  「ビフィズス菌錠」 

            →「ビフィズス菌錠１２ｍｇ」 

   2319001C3  「塩酸ロペラミド細粒０．２％」 

            →「ロペラミド塩酸塩細粒０．２％」 

   2319001F1  「塩酸ロペラミド錠１ｍｇ」 

            →「ロペラミド塩酸塩錠１ｍｇ」 

   2319001R1  「塩酸ロペラミドシロップ用０．０５％」 

            →「ロペラミド塩酸塩シロップ用０．０５％」 

   2323001D3  「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物顆粒１％」 

            →「アズレンスルホン酸Ｎａ顆粒１％」 

   2329005C2  「ピレンゼピン塩酸塩水和物細粒１０％」 

            →「ピレンゼピン塩酸塩細粒１０％」 

   2329008D1  「スクラルファート水和物顆粒９０％」 

            →「スクラルファート顆粒９０％」 

   2329122C1  「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン配合剤細粒」 

            →「アズレンスルホン酸Ｎａ・Ｌ－グルタミン配合細粒」 

   2339003D1  「β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）細粒５０％」 

            →「β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）顆粒５０％」 

   2339105X1  「炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ末配合剤散」 

            →「炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ・ジアスターゼ配合散」 

   2339113D1  「サナクターゼ配合剤顆粒」 

            →「サナクターゼ１２．５％等消化酵素配合顆粒」 

   2339114F1  「サナクターゼ配合剤錠」 

            →「サナクターゼ５０ｍｇ等消化酵素配合錠」 

 



 

 

   2339114M1  「サナクターゼ配合剤カプセル」 

            →「サナクターゼ５０ｍｇ等消化酵素配合カプセル」 

   2339206F1  「ビオヂアスターゼ１０００配合剤錠」 

            →「ビオヂアスターゼ１０００等消化酵素配合錠」 

   2339264B1  「カンゾウ末配合剤散」 

            →「カンゾウ等生薬配合散」 

   2344008F1  「沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ」 

            →「沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ（制酸剤）」 

   2344008F2  「沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ」 

            →「沈降炭酸カルシウム錠２５０ｍｇ（制酸剤）」 

   2349100X1  「水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム液」 

            →「水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合経口液」 

   2349101D1  「水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウムシロップ用」 

            →「水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用」 

   2354001X1  「カスカラサグラダ流エキス液」 

            →「カスカラサグラダ流エキス経口液」 

   2357701K3  「グリセリン浣腸剤５０％３０ｍＬ」 

            →「グリセリン浣腸液５０％３０ｍＬ」 

   2357701K4  「グリセリン浣腸剤５０％４０ｍＬ」 

            →「グリセリン浣腸液５０％４０ｍＬ」 

   2357701K5  「グリセリン浣腸剤５０％５０ｍＬ」 

            →「グリセリン浣腸液５０％５０ｍＬ」 

   2357701K8  「グリセリン浣腸剤５０％１２０ｍＬ」 

            →「グリセリン浣腸液５０％１２０ｍＬ」 

   2357701K9  「グリセリン浣腸剤５０％１５０ｍＬ」 

            →「グリセリン浣腸液５０％１５０ｍＬ」 

   2357701Y1  「グリセリン浣腸剤５０％９０ｍＬ」 

            →「グリセリン浣腸液５０％９０ｍＬ」 

   2359005D1  「ピコスルファートナトリウム水和物顆粒１％」 

            →「ピコスルファートＮａ顆粒１％」 

   2359005F3  「ピコスルファートナトリウム水和物錠７．５ｍｇ」 

            →「ピコスルファートＮａ錠７．５ｍｇ」 

   2359005M1  「ピコスルファートナトリウム水和物カプセル２．５ｍｇ」 

            →「ピコスルファートＮａカプセル２．５ｍｇ」 

   2359005R1  「ピコスルファートナトリウム水和物シロップ用１％」 

            →「ピコスルファートＮａシロップ用１％」 

   2359108F1  「ジオクチルソジウムスルホサクシネート・カサンスラノール錠」 

            →「ジオクチルソジウムスルホサクシネート等配合錠」 

   2359109B1  「人工カルルス塩」 

            →「人工カルルス塩粉末」 

 



 

 

   2391002Q1  「グラニセトロン塩酸塩ゼリー１ｍｇ」 

            →「グラニセトロン経口ゼリー１ｍｇ」 

   2391002Q2  「グラニセトロン塩酸塩ゼリー２ｍｇ」 

            →「グラニセトロン経口ゼリー２ｍｇ」 

   2399709E1  「セチルピリジニウム塩化物水和物トローチ２ｍｇ」 

            →「セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ」 

   2454701X1  「ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム外用液３．９５ｍｇ」 

            →「ベタメタゾンリン酸エステルＮａ注腸剤３．９５ｍｇ」 

   2454701X2  「ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム外用液１．９７５ｍｇ」 

            →「ベタメタゾンリン酸エステルＮａ注腸剤１．９７５ｍｇ」 

   2456700X1  「プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤２０ｍｇ」 

            →「プレドニゾロンリン酸エステルＮａ注腸剤２０ｍｇ」 

   2529706H1  「チニダゾール腟用剤２００ｍｇ」 

            →「チニダゾール腟錠２００ｍｇ」 

   2529708J1  「イソコナゾール硝酸塩腟用剤１００ｍｇ」 

            →「イソコナゾール硝酸塩腟錠１００ｍｇ」 

   2612706Q1  「ヨウ素外用液」 

            →「ヨウ素外用液０．７５％」 

   2612706Q2  「ヨウ素外用液」 

            →「ヨウ素外用液１％」 

   2619711X1  「レゾルシン外用末」 

            →「レゾルシン原末」 

   2619819X1  「チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール外用液」 

            →「チオ硫酸ナトリウム・エタノール配合外用液」 

   2644700X1  「酢酸鉛末」 

            →「酢酸鉛原末」 

   2649706M1  「酸化亜鉛・豚脂軟膏」 

            →「酸化亜鉛・豚脂・硬化油・サラシミツロウ配合軟膏」 

   2649710S1  「亜鉛華貼布剤」 

            →「亜鉛華軟膏貼付剤２０％」 

   2649711Q1  「カンタリスチンキ」 

            →「カンタリスチンキ外用液」 

   2649719S2  「インドメタシンテープ（３５ｍｇ）７ｃｍ×１０ｃｍ」 

           →「インドメタシンテープ３５ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感）」 

   2649731R1  「フェルビナク外用ポンプスプレー３％」 

            →「フェルビナクスプレー３％」 

   2649734N1  「ジクロフェナクナトリウムクリーム１％」 

            →「ジクロフェナクＮａクリーム１％」 

   2649735R1  「ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプレー１％」 

            →「ロキソプロフェンＮａスプレー１％」 

 



 

 

   2649865N1  「副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤クリーム」 

            →「副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム」 

   2649887S1  「サリチル酸グリコール・ｌ－メントール配合プラスター剤（１０ｃｍ×１４ｃｍ）」 

            →「サリチル酸メチル等配合テープ（１０×１４ｃｍ非温感）」 

   2649893S1  「サリチル酸グリコール・ｌ－メントール配合プラスター剤（７ｃｍ×１０ｃｍ）」 

            →「サリチル酸メチル等配合テープ（７×１０ｃｍ非温感）」 

   2655709R1  「ケトコナゾール噴霧剤２％」 

            →「ケトコナゾールスプレー２％」 

   3122007D1  「フルスルチアミン塩酸塩顆粒１０％」 

            →「フルスルチアミン顆粒１０％」 

   3131001F1  「フラビンアデニンジヌクレオチド錠５ｍｇ」 

            →「ＦＡＤ錠５ｍｇ」 

   3131001F3  「フラビンアデニンジヌクレオチド錠１５ｍｇ」 

            →「ＦＡＤ錠１５ｍｇ」 

   3134003F1  「ピリドキサールリン酸エステル水和物錠１０ｍｇ」 

            →「ピリドキサールリン酸エステル錠１０ｍｇ」 

   3179101M1  「チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤カプセル」 

            →「チアミンジスルフィド・Ｂ６（２５ｍｇ）・Ｂ１２配合カプセル」 

   3179107F1  「フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤錠」 

            →「フルスルチアミン５０ｍｇ・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合錠」 

   3179115D1  「アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム配合剤顆粒」 

            →「アスコルビン酸・パントテン酸Ｃａ配合顆粒」 

   3211002F1  「乳酸カルシウム水和物錠５００ｍｇ」 

            →「乳酸カルシウム錠５００ｍｇ」 

   3214001F1  「Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物錠」 

            →「Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ」 

   3222004X1  「硫酸鉄水和物錠１００ｍｇ」 

            →「乾燥硫酸鉄徐放錠１００ｍｇ（鉄として）」 

   3222012Q1  「溶性ピロリン酸第二鉄シロップ」 

            →「溶性ピロリン酸第二鉄シロップ５％」 

   3229003S1  「酢酸カリウム液」 

            →「酢酸カリウム経口液」 

   3229005F1  「Ｌ－アスパラギン酸カリウム錠３００ｍｇ」 

            →「Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ」 

   3253003D1  「イソロイシン・ロイシン・バリン配合剤顆粒４．７４ｇ」 

            →「イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒４．７４ｇ」 

   3253003D3  「イソロイシン・ロイシン・バリン配合剤顆粒４．５ｇ」 

            →「イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒４．５ｇ」 

   3253003D4  「イソロイシン・ロイシン・バリン配合剤顆粒４．７３ｇ」 

            →「イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒４．７３ｇ」 

 



 

 

   3321002C1  「カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物細粒１０％」 

            →「カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ細粒１０％」 

   3323001C2  「トロンビン細粒２０，０００単位２ｇ」 

            →「トロンビン細粒２０，０００単位」 

   3323702Q1  「トロンビン外用液５，０００単位５ｍＬ」 

            →「トロンビン経口局所用液５，０００単位５ｍＬ」 

   3325700S1  「酸化セルロース貼付剤ニューニット２．５ｃｍ×８．９ｃｍ」 

            →「酸化セルロース貼付剤（ニューニット２．５×８．９ｃｍ）」 

   3325700S2  「酸化セルロース貼付剤ニューニット７．６ｃｍ×１０．２ｃｍ」 

            →「酸化セルロース貼付剤（ニューニット７．６×１０．２ｃｍ）」 

   3325700S3  「酸化セルロース貼付剤ニューニット１５．２ｃｍ×２２．９ｃｍ」 

            →「酸化セルロース貼付剤（ニューニット１５．２×２２．９ｃｍ）」 

   3325700X4  「酸化セルロース貼付剤１．３ｃｍ×５．１ｃｍ」 

            →「酸化セルロース貼付剤（１．３×５．１ｃｍ）」 

   3325700X5  「酸化セルロース貼付剤５．１ｃｍ×７．６ｃｍ」 

            →「酸化セルロース貼付剤（５．１×７．６ｃｍ）」 

   3325700X6  「酸化セルロース貼付剤５．１ｃｍ×３５．６ｃｍ」 

            →「酸化セルロース貼付剤（５．１×３５．６ｃｍ）」 

   3325700X7  「酸化セルロース貼付剤１０．２ｃｍ×２０．３ｃｍ」 

            →「酸化セルロース貼付剤（１０．２×２０．３ｃｍ）」 

   3325700X8  「酸化セルロース貼付剤綿型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ」 

            →「酸化セルロース貼付剤（綿型５．１×２．５ｃｍ）」 

   3325700X9  「酸化セルロース貼付剤ニューニット２．５ｃｍ×２．５ｃｍ」 

            →「酸化セルロース貼付剤（ニューニット２．５×２．５ｃｍ）」 

   3332001C1  「ワルファリンカリウム細粒０．２％」 

            →「ワルファリンＫ細粒０．２％」 

   3339950R1  「ヘパリン類似物質噴霧剤０．３％」 

            →「ヘパリン類似物質スプレー０．３％」 

   3399002Q1  「シロスタゾール内用ゼリー５０ｍｇ」 

            →「シロスタゾール経口ゼリー５０ｍｇ」 

   3399002Q2  「シロスタゾール内用ゼリー１００ｍｇ」 

            →「シロスタゾール経口ゼリー１００ｍｇ」 

   3399003F2  「リマプロスト アルファデクス錠１０μｇ」 

            →「リマプロストアルファデクス錠１０μｇ」 

   3399005F2  「ベラプロストナトリウム錠４０μｇ」 

            →「ベラプロストＮａ錠４０μｇ」 

   3399007H1  「アスピリン腸溶錠１００ｍｇ」 

            →「アスピリン錠１００ｍｇ」 

   3399100F1  「アスピリン・ダイアルミネート錠８１ｍｇ」 

            →「アスピリン８１ｍｇ・ダイアルミネート配合錠」 

 



 

 

   3919300F1  「肝臓加水分解物錠１００ｍｇ」 

            →「肝臓加水分解物腸溶錠１００ｍｇ」 

   3921001F1  「エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物錠５００ｍｇ」 

            →「エデト酸カルシウム二ナトリウム錠５００ｍｇ」 

   3999001Q3  「ラクツロース内用ゼリー４０．４９６％」 

            →「ラクツロース経口ゼリー４０．４９６％」 

   4413004C1  「メキタジン細粒０．６％」 

            →「メキタジン成人用細粒０．６％」 

   4419008R1  「クレマスチンフマル酸塩シロップ用０．１％」 

            →「クレマスチンシロップ用０．１％」 

   4490003F1  「ケトチフェンフマル酸塩錠１ｍｇ」 

            →「ケトチフェン錠１ｍｇ」 

   4490014S1  「エピナスチン塩酸塩液０．２％」 

            →「エピナスチン塩酸塩経口液０．２％」 

   4490017F1  「プランルカスト水和物錠１１２．５ｍｇ」 

            →「プランルカスト錠１１２．５ｍｇ」 

   4490017F2  「プランルカスト水和物錠２２５ｍｇ」 

            →「プランルカスト錠２２５ｍｇ」 

   6191001F1  「アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物錠２５０ｍｇ」 

            →「アンピシリン・クロキサシリンＮａ配合錠」 

   6241013S2  「レボフロキサシン液２５０ｍｇ」 

            →「レボフロキサシン経口液２５０ｍｇ１０ｍＬ」 

   6250002Q1  「アシクロビル内用ゼリー２００ｍｇ」 

            →「アシクロビル経口ゼリー２００ｍｇ」 

   6250002Q2  「アシクロビル内用ゼリー８００ｍｇ」 

            →「アシクロビル経口ゼリー８００ｍｇ」 

   6250019F2  「バラシクロビル塩酸塩粒状錠５００ｍｇ」 

            →「バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ」 

   6250022F1  「リバビリン錠２００ｍｇ」 

            →「リバビリン錠２００ｍｇ：ＲＥ」 

   6290004S2  「イトラコナゾール液１％（ＵＤ２０ｍＬ）」 

            →「イトラコナゾール経口液１％２０ｍＬ」 

   7212701W1  「硫酸バリウム散９８．１％」 

            →「硫酸バリウム注腸散９８．１％」 

   7290703T1  「フルオレセイン」 

            →「フルオレセインＮａ試験紙０．７ｍｇ」 

   7319700Q1  「安息香」 

            →「安息香チンキ外用液」 

   8114004C1  「モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒２％」 

            →「モルヒネ硫酸塩徐放細粒２％（１２時間持続）」 

 



 

 

   8114004C2  「モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒６％」 

            →「モルヒネ硫酸塩徐放細粒６％（１２時間持続）」 

   8119002N1  「オキシコドン塩酸塩徐放カプセル５ｍｇ」 

           →「オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ」 

   8119002N2  「オキシコドン塩酸塩徐放カプセル１０ｍｇ」 

            →「オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ」 

   8119002N3  「オキシコドン塩酸塩徐放カプセル２０ｍｇ」 

            →「オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ」 

   8119002N4  「オキシコドン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ」 

           →「オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ」 

 

 

   2316019B1040 「耐性乳酸菌散（１００ｍｇ）」 

             →「耐性乳酸菌散１０％」 

   2316019B1059 「耐性乳酸菌散（１０ｍｇ）」 

             →「耐性乳酸菌散１％」 

   2649719S1274 「インドメタシンテープ（７０ｍｇ）１０ｃｍ×１４ｃｍ」 

             →「インドメタシンテープ７０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）」 

   2649729S1219 「ケトプロフェンテープ３０ｍｇ（１０×１４ｃｍ）」 

             →「ケトプロフェンテープ３０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）」 
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