区分
承認販売・届出名称
商品名
個別１２桁コード（YJコード）
ノスカピン
2222001A1020
日本薬局方 「純生」ノスカピン
局外
50v/v%消毒用イソプロ「コザカイ」
50v/v%消毒用イソプロ「コザカイ」
2615701Q1180
ｄ-カンフル
2645702X1048
日本薬局方 ｄ-カンフル「コザカイ・M」
ｌ-メントール
7149004X1060
日本薬局方 ｌ-メントール「コザカイ・M」
局外
亜鉛化（10％）単軟膏「コザカイ・M」
亜鉛化（10％）単軟膏「コザカイ・M」
2649710M2025
亜鉛華デンプン
2649705X1059
日本薬局方 亜鉛化デンプン「コザカイ・M」
亜鉛化軟膏
2649704M1066
日本薬局方 亜鉛化軟膏「コザカイ・M」
アクリノール水和物
2619714X1067
日本薬局方 アクリノール「コザカイ・M」
アラビアゴム末
7119700L1085
日本薬局方 アラビアゴム末
安息香酸
7319001X1026
日本薬局方 安息香酸｢コザカイ・M」
安息香酸ナトリウム
7319002X1039
日本薬局方 安息香酸ナトリウム「コザカイ・M」
局外
アンソッコウチンキ
アンソッコウチンキ
7319700Q1032
アンモニア水
2643700X1079
日本薬局方 アンモニア水「コザカイ・M」
イオウ
2659700X1036
日本薬局方 イオウ「コザカイ・M」
イソプロパノール
2615700X1090
日本薬局方 イソプロパノール「コザカイ・M」
局外
イソプロパノール消毒液70%「純生」
イソプロパノール消毒液70%「純生」
2615701Q2267
液状フェノール
2619705X1068
日本薬局方 液状フェノール「コザカイ・M」
エタノール
2615702X1103
日本薬局方 エタノール「コザカイ・M」
局外
エチコール（ニワトリ印消毒用アルコールエチコール（ニワトリ印消毒用アルコール）2619800X1020
塩酸
7190702X1030
日本薬局方 塩酸「コザカイ・M」
黄色ワセリン
7121701X1039
日本薬局方 黄色ワセリン
オキシドール
2614700X1093
日本薬局方 オキシドール「コザカイ・M」
オリブ油
7121704X1105
日本薬局方 オリブ油
加香ヒマシ油
2356002X1064
日本薬局方 加香ヒマシ油「コザカイ・M」
カンフル精
2645700Q1044
日本薬局方 カンフル精
希塩酸
2335001X1060
日本薬局方 希塩酸「コザカイ・M」
希ヨードチンキ
2612700X1080
日本薬局方 希ヨードチンキ
クエン酸水和物
7149007X1080
日本薬局方 クエン酸「コザカイ・M」
クエン酸ナトリウム水和物
3331700X1041
日本薬局方 クエン酸ナトリウム「コザカイ・M」
グリセリン
2357700X1094
日本薬局方 グリセリン「コザカイ・M」
2343001X1045
日本薬局方 合成ケイ酸アルミニウム「コザカイ・M」 合成ケイ酸アルミニウム
ゴマ油
7121706X1023
日本薬局方 ゴマ油
酢酸
2661700X1069
日本薬局方 酢酸「コザカイ・M」
サッカリンナトリウム水和物
7149001X1032
日本薬局方 サッカリンナトリウム
サラシミツロウ
7121707X1036
日本薬局方 サラシミツロウ

薬価基準コード
2222001A1012
2615701Q1180
2645702X1013
7149004X1060
2649710M2025
2649705X1059
2649704M1015
2619714X1067
7119700L1018
7319001X1018
7319002X1012
7319700Q1032
2643700X1079
2659700X1010
2615700X1090
2615701Q2267
2619705X1017
2615702X1014
2619800X1020
7190702X1014
7121701X1039
2614700X1018
7121704X1016
2356002X1013
2645700Q1044
2335001X1019
2612700X1013
7149007X1080
3331700X1017
2357700X1094
2343001X1010
7121706X1015
2661700X1069
7149001X1032
7121707X1010

区分
承認販売・届出名称
日本薬局方 酸化亜鉛「コザカイ・M」
日本薬局方 酸化マグネシウム「コザカイ・M」
日本薬局方 ジアスターゼ「コザカイ・M」
日本薬局方 酒石酸「コザカイ・M」
日本薬局方 消毒用エタノール「コザカイ・M」
日本薬局方 人工カルルス塩「コザカイ・M」
日本薬局方 親水クリーム「コザカイ・M」
日本薬局方 水酸化カリウム「コザカイ・M」
日本薬局方 水酸化ナトリウム「コザカイ・M」
日本薬局方 精製水
日本薬局方 精製ラノリン
日本薬局方 センブリ・重曹散「コザカイ・M」
日本薬局方 ダイズ油
日本薬局方 タルク
日本薬局方 炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」
日本薬局方 沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」
日本薬局方 トウガラシチンキ「コザカイ・M」
日本薬局方 トウモロコシデンプン
日本薬局方 苦味チンキ「コザカイ・M」
日本薬局方 乳酸「コザカイ・M」
日本薬局方 乳酸カルシウム「コザカイ・M」
日本薬局方 乳糖
日本薬局方 尿素「コザカイ・M」
日本薬局方 白色ワセリン
日本薬局方 白糖
日本薬局方 ハチミツ
日本薬局方 ハッカ水
日本薬局方 ハッカ油
日本薬局方 バレイショデンプン
日本薬局方 ヒマシ油「コザカイ・M」
日本薬局方 氷酢酸「コザカイ・M」
日本薬局方 フェノール「コザカイ・M」
日本薬局方 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」
日本薬局方 ブドウ糖「コザカイ・M」
日本薬局方 ホウ砂「コザカイ・M」

商品名
酸化亜鉛
酸化マグネシウム
ジアスターゼ
酒石酸
消毒用エタノール
人工カルルス塩「コザカイ・M」
親水クリーム
水酸化カリウム
水酸化ナトリウム
精製水
精製ラノリン
センブリ・重曹散
ダイズ油
タルク
炭酸水素ナトリウム
沈降炭酸カルシウム
トウガラシチンキ
トウモロコシデンプン
苦味チンキ
乳酸
乳酸カルシウム
乳糖
尿素
白色ワセリン
白糖
ハチミツ
ハッカ水
ハッカ油
バレイショデンプン
ヒマシ油
氷酢酸
フェノール（石炭酸）
複方ヨード・グリセリン
ブドウ糖
ホウ砂

個別１２桁コード（YJコード）
2649708X1087
2344002X1063
2331003X1060
7149009X1071
2615703X1116
2359109B1077
7122704X1242
2662702X1030
なし
7131001X1127
7122702X1065
2339106B1097
7121708X1030
7113700X1083
2344004X1097
2344007X1058
2649712X1032
7112003X1023
2333001X1057
2319002X1052
3211001X1067
7111001X1094
2669702X1023
7121703X1100
7149002X1037
7149003X1074
7149005X1057
7149006X1078
7112004X1079
2356001X1051
2661702X1084
2619704X1063
2399700X1078
3231001X1060
1314702X1075

薬価基準コード
2649708X1010
2344002X1063
2331003X1060
7149009X1012
2615703X1019
2359109B1077
7122704X1188
2662702X1014
なし
7131001X1011
7122702X1014
2339106B1011
7121708X1014
7113700X1016
2344004X1011
2344007X1058
2649712X1016
7112003X1015
2333001X1014
2319002X1010
3211001X1067
7111001X1094
2669702X1015
7121703X1011
7149002X1010
7149003X1015
7149005X1014
7149006X1078
7112004X1010
2356001X1019
2661702X1017
2619704X1063
2399700X1019
3231001X1060
1314702X1016

区分
承認販売・届出名称
日本薬局方 ホルマリン「コザカイ・M」
日本薬局方 マーキュロクロム液「コザカイ・M」
日本薬局方 マクロゴール 1500
日本薬局方 無水エタノール「コザカイ・M」
日本薬局方 ヨウ化カリウム「コザカイ・M」
日本薬局方 ヨウ素「コザカイ・M」
日本薬局方 ヨードチンキ「コザカイ・M」
日本薬局方 ラッカセイ油
日本薬局方 流動パラフィン「コザカイ・M」

商品名
ホルマリン
マーキュロクロム液
マクロゴール 1500
無水エタノール
ヨウ化カリウム
ヨウ素
ヨードチンキ
ラッカセイ油
流動パラフィン

個別１２桁コード（YJコード）
2619708X1070
2619710X1085
7123702X1020
2615704X1099
3221001X1055
2612702X1055
2612703X1084
7121712X1029
7121718X1069

薬価基準コード
2619708X1010
2619710X1018
7123702X1020
2615704X1013
3221001X1055
2612702X1055
2612703X1017
7121712X1010
7121718X1018

