
英語リクエスト反映品目 2018年3月～2018年8月末

会社名 くすりのしおり製品名
田辺三菱製薬株式会社 アザニン錠50mg［クローン病・潰瘍性大腸炎］
田辺三菱製薬株式会社 アザニン錠50mg［リウマチ性疾患］
田辺三菱製薬株式会社 アザニン錠50mg［移植］
丸石製薬株式会社 アセトアミノフェン原末「マルイシ」
共創未来ファーマ株式会社 アリピプラゾール錠3mg「オーハラ」
田辺三菱製薬株式会社 アルミノニッパスカルシウム顆粒99%
エルメッド エーザイ株式会社 イルアミクス配合錠HD「EE」
株式会社三和化学研究所 イルアミクス配合錠HD「三和」
株式会社三和化学研究所 イルアミクス配合錠LD「三和」
マルホ株式会社 エキザルベ
持田製薬株式会社 エストリール腟錠0.5mg
田辺三菱製薬株式会社 オキナゾールクリーム1％
田辺三菱製薬株式会社 オキナゾール外用液1％
全星薬品工業株式会社 オロパタジン塩酸塩錠5mg「ZE」
キョーリンリメディオ株式会社 オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」
藤本製薬株式会社 カイロック細粒40%
ＥＡファーマ株式会社 グーフィス錠5mg
エーザイ株式会社 グーフィス錠5mg
持田製薬株式会社 グーフィス錠5mg
田辺三菱製薬株式会社 クリアナール錠200mg
日本ケミファ株式会社 クロピドグレル錠25mg「ケミファ」
日本ケミファ株式会社 クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
田辺三菱製薬株式会社 ゲーベンクリーム1%
株式会社陽進堂 コールタイジン点鼻液
佐藤製薬株式会社 コンバントリンドライシロップ100mg
田辺三菱製薬株式会社 コンベッククリーム5%
田辺三菱製薬株式会社 シアナマイド内用液1%「タナベ」
鳥居薬品株式会社 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
株式会社陽進堂 シンバスタチン錠10mg「YD」
日医工株式会社 セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」
東菱薬品工業株式会社 セルニルトン錠
扶桑薬品工業株式会社 セルニルトン錠
テイカ製薬株式会社 ソフラチュール貼付剤10cm
佐藤製薬株式会社 ダイプロセルクリーム0.064%
佐藤製薬株式会社 ダイプロセル軟膏0.064％
田辺三菱製薬株式会社 タスモリン錠1mg
田辺三菱製薬株式会社 タナドーパ顆粒75%
藤本製薬株式会社 チノカプセル125
株式会社ツムラ ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）
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株式会社ツムラ ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）
株式会社ツムラ ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
中外製薬株式会社 テセントリク点滴静注1200mg
株式会社陽進堂 テラ・コートリル軟膏
田辺三菱製薬株式会社 トプシムローション0.05%
辰巳化学株式会社 トラネキサム酸細粒50%「TCK」
株式会社陽進堂 トラネキサム酸錠250mg「YD」
株式会社陽進堂 トラネキサム酸錠500mg「YD」
田辺三菱製薬株式会社 ナイキサン錠100mg
アルフレッサ ファーマ株式会社 ニコチネルTTS10
東和薬品株式会社 ニコランジル錠5mg「トーワ」
グラクソ・スミスクライン株式会社 ヌーカラ皮下注用100mg
エーザイ株式会社 ネイリンカプセル100mg
ノーベルファーマ株式会社 ノベルジン錠25mg［ウィルソン病（肝レンズ核変性症）］
ノーベルファーマ株式会社 ノベルジン錠25mg［低亜鉛血症］
ノーベルファーマ株式会社 ノベルジン錠50mg［ウィルソン病（肝レンズ核変性症）］
ノーベルファーマ株式会社 ノベルジン錠50mg［低亜鉛血症］
バイエル薬品株式会社 バイアスピリン錠100mg［抗血小板剤］
田辺三菱製薬株式会社 バイロテンシン錠5mg
田辺三菱製薬株式会社 バリキサ錠450mg
株式会社日本点眼薬研究所 ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1％「日点」
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株式会社日本点眼薬研究所 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1％「ニッテン」
鳥居薬品株式会社 ビオスリー配合錠
田辺三菱製薬株式会社 ヒベルナ糖衣錠25mg
田辺三菱製薬株式会社 ヒベルナ糖衣錠5mg
アッヴィ合同会社 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
コーアイセイ株式会社 ピリドキサール錠10mg「イセイ」
マルホ株式会社 ヒルドイドゲル0.3％
共和薬品工業株式会社 ヒルナミン錠（5mg）
持田製薬株式会社 フリウェル配合錠LD「モチダ」
田辺三菱製薬株式会社 フルコートF軟膏
塩野義製薬株式会社 フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」
武田テバファーマ株式会社 フロセミド錠10mg「武田テバ」
佐藤製薬株式会社 ベトノバールG軟膏0.12%
田辺三菱製薬株式会社 ベナパスタ軟膏4%
田辺三菱製薬株式会社 ペントナ錠4mg
マルホ株式会社 ボアラクリーム0.12％
マルホ株式会社 ボアラ軟膏0.12％
マルホ株式会社 ポステリザンF坐薬
田辺三菱製薬株式会社 ボンゾール錠100mg
日医工株式会社 マイアロン軟膏0.05%
大塚製薬株式会社 ミケランLA点眼液2％
佐藤製薬株式会社 メインベートローション0.1%
佐藤製薬株式会社 メインベート軟膏0.1%
日本ケミファ株式会社 メコバラミン錠500μg「SW」
田辺三菱製薬株式会社 モーバー錠100mg
全星薬品工業株式会社 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ZE」
共創未来ファーマ株式会社 モンテルカストOD錠10mg「タカタ」
藤本製薬株式会社 ヨーデルS糖衣錠-80
コーアイセイ株式会社 ラクトミン散「イセイ」
株式会社日本点眼薬研究所 ラタノプロスト点眼液0.005％「ニッテン」
田辺三菱製薬株式会社 ラボナ錠50mg
塩野義製薬株式会社 ランデル錠20
アストラゼネカ株式会社 リムパーザ錠100mg
アストラゼネカ株式会社 リムパーザ錠150mg
大塚製薬株式会社 レキサルティ錠1mg
大塚製薬株式会社 レキサルティ錠2mg
株式会社　大塚製薬工場 レバミピド錠100mg「オーツカ」
藤本製薬株式会社 ローザグッド錠25
藤本製薬株式会社 ローザグッド錠50
祐徳薬品工業株式会社 ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」
祐徳薬品工業株式会社 ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」
株式会社陽進堂 ロキソプロフェンNa細粒10％「YD」
株式会社陽進堂 ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」
共創未来ファーマ株式会社 ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」
丸石製薬株式会社 酸化マグネシウム原末「マルイシ」
吉田製薬株式会社 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」（0.24g）
吉田製薬株式会社 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」（0.6g）
吉田製薬株式会社 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」（0.8g）
吉田製薬株式会社 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」
吉田製薬株式会社 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
吉田製薬株式会社 酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」
吉田製薬株式会社 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」
吉田製薬株式会社 酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」
吉田製薬株式会社 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」
丸石製薬株式会社 親水クリーム「ニッコー」
旭化成ファーマ株式会社 炭カル錠500mg「旭化成」
丸石製薬株式会社 白色ワセリン
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