
お知らせ文書一覧
更新日付 製品 概要 リンク 分類1 分類2

2023/5/16 レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣のインタビューフォームを改訂しました。 レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 情報改訂インタビューフォーム

2023/5/16 レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ レボフロキサシン錠500mg「イワキ」のインタビューフォームを改訂しました。
レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 

情報改訂インタビューフォーム

2023/5/15 アスコルビン酸「イワキ」 アスコルビン酸「イワキ」の添付文書を掲載しました。
アスコルビン酸「イワキ」

情報改訂添付文書

2023/5/15 マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣ マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣の添付文書を掲載しました。
マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣

情報改訂添付文書

2023/5/15 マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣ マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣のお知らせ文書を掲載しました。
マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣

情報改訂使用上の注意改訂

2023/5/8 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」のインタビューフォームを掲載しました。
ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」

情報改訂インタビューフォーム

2023/5/8 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」のインタビューフォームを掲載しました。
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」

情報改訂インタビューフォーム

2023/4/24 マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣ マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣ 限定出荷のご案内を掲載しました。 マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣ 流通 流通管理

2023/4/20
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05 ％｢ＭＹＫ｣ クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05 ％｢ＭＹＫ｣新発売のご案内を掲載しました。 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05 ％｢ＭＹＫ

流通
新発売

2023/4/20
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05 ％｢ＭＹＫ｣ クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05 ％｢ＭＹＫ｣新発売のご案内を掲載しました。 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05 ％｢ＭＹＫ｣

流通
新発売

2023/4/20
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05 ％「ＭＹＫ」 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05 ％「ＭＹＫ」新発売のご案内を掲載しました。 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05 ％「ＭＹＫ」

流通
新発売

2023/4/20
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05 ％

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05 ％｢ＭＹＫ｣新発売のご案内を掲載し
ました。

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05 ％
流通

新発売

2023/4/20

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05 ％
「ＭＹＫ」

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05 ％「ＭＹＫ」新発売のご案内を掲載しまし
た。

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05 ％「Ｍ
流通

新発売

2023/4/19 イワコールラブ消毒液0.2％ イワコールラブ消毒液0.2％5Lの販売中止案内を掲載します。
イワコールラブ消毒液0.2％

流通 販売中止

2023/4/14 ノルニチカミン注 ノルニチカミン注の販売中止案内を掲載します。経過措置は2024年3月末を予定しております。
ノルニチカミン注

流通 販売中止

2023/4/14 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」

情報改訂添付文書

2023/4/14 クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」 クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」

情報改訂添付文書

2023/4/14 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」

情報改訂添付文書

2023/4/14 モメタゾンフランカルボン酸エステルローション０．１%「イワキ」 モメタゾンフランカルボン酸エステルローション０．１%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
モメタゾンフランカルボン酸エステルローション０．１%「イワ

情報改訂添付文書

2023/4/14 モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム０．１%「イワキ」 モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム０．１%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム０．１%「イワキ

情報改訂添付文書

2023/4/14 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１%「イワキ」 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１%「イワキ」

情報改訂添付文書

2023/4/10 ボンアルファ軟膏2μg/g ボンアルファ®・ボンアルファ®ハイの製造販売承認承継のご案内を掲載しました。
ボンアルファ軟膏2μg/g

情報改訂製造販売承認承継

2023/4/3 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg/内用液0.75%「イワキ」のインタビューフォームを掲載しました。
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」

情報改訂インタビューフォーム

2023/4/3 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg/内用液0.75%「イワキ」のインタビューフォームを掲載しました。
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」

情報改訂インタビューフォーム

2023/3/23 レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣使用上の注意改訂のお知らせを掲載いたしました。
レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 

情報改訂使用上の注意改訂

2023/3/23 レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣使用上の注意改訂のお知らせを掲載いたしました。
レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 

情報改訂使用上の注意改訂

2023/3/23 レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣の添付文書を改訂いたしました。
レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 

情報改訂添付文書

2023/3/23 レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣の添付文書を改訂いたしました。
レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 

情報改訂添付文書
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https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/ps25tsif20230401.pdf
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https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/lv500ttenpu20230323.pdf


お知らせ文書一覧
更新日付 製品 概要 リンク 分類1 分類2

2023/3/22 その他 薬価改定に伴うご案内をお知らせします。 その他 その他

2023/3/22 その他
2023年3月付の経過措置一覧表をお知らせします。経過措置満了後にレセコンに表示される製品
について説明しています。

その他
その他

2023/3/6 デルモゾールDPローション0.064% デルモゾールDPローション0.064%の添付文書を改訂しました。
デルモゾールDPローション0.064%

情報改訂添付文書

2023/3/6 デルモゾールDPクリーム0.064% デルモゾールDPクリーム0.064%の添付文書を改訂しました。
デルモゾールDPクリーム0.064%

情報改訂添付文書

2023/3/6 デルモゾールDP軟膏0.064% デルモゾールDP軟膏0.064%の添付文書を改訂しました。
デルモゾールDP軟膏0.064%

情報改訂添付文書

2023/2/28 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 ラノコナゾールクリーム・軟膏・外用液1%「イワキ」のインタビューフォームを掲載しました。
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」

情報改訂インタビューフォーム

2023/2/24 ピレチノール（アセトアミノフェン） ピレチノール(アセトアミノフェン）患者向け医薬品ガイドを更新いたしました。
ピレチノール（アセトアミノフェン）

情報改訂患者向け医薬品ガイ

2023/2/24 サレックス軟膏0.05％ サレックス軟膏0.05％包装仕様変更のご案内を掲載しました。
サレックス軟膏0.05％

情報改訂包装変更

2023/2/24 硫酸マグネシウム「NikP」 硫酸マグネシウム「NikP」の販売中止案内を掲載します。
硫酸マグネシウム「NikP」

流通 販売中止

2023/2/24 乳糖水和物（結晶）「NikP」 乳糖水和物（結晶）「NikP」の販売中止案内を掲載します。
乳糖水和物（結晶）「NikP」

流通 販売中止

2023/2/24 炭酸水素ナトリウム「NikP」 炭酸水素ナトリウム「NikP」の販売中止案内を掲載します。
炭酸水素ナトリウム「NikP」

流通 販売中止

2023/2/24 グリセリン「NikP」 グリセリン「NikP」の販売中止案内を掲載します。
グリセリン「NikP」

流通 販売中止

2023/2/24 リン酸コデイン散１％「イワキ」 リン酸コデイン散１％「イワキ」の販売中止案内を掲載します。
リン酸コデイン散１％「イワキ」

流通 販売中止

2023/2/24 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」の販売中止案内を掲載します。
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」

流通 販売中止

2023/2/22 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」の添付文書を改訂いたしました。
ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」

情報改訂添付文書

2023/2/22 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」の添付文書を改訂いたしました。
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」

情報改訂添付文書

2023/2/20 亜鉛華(10%)単軟膏「コザカイ・Ｍ」 亜鉛華(10%)単軟膏「コザカイ・Ｍ」 限定出荷のご案内を掲載しました。
亜鉛華(10%)単軟膏「コザカイ・Ｍ」

流通 流通管理

2023/2/20 ルリコナゾール外用液1％「イワキ」 ルリコナゾール外用液1%「イワキ」の製造販売承認取得のご案内を掲載しました。
ルリコナゾール外用液1％「イワキ」

情報改訂製造販売承認取得

2023/2/2 ミノグロウ ミノグロウの添付文書を改訂いたしました。
ミノグロウ

情報改訂添付文書

2023/2/2 ビタミンC「イワキ」 ビタミンC「イワキ」の添付文書を改訂いたしました。
ビタミンC「イワキ」

情報改訂添付文書

2023/1/18 ビタミンC錠500「イワキ」 ビタミンC錠500「イワキ」380錠　販売中止のご案内を掲載いたしました。
ビタミンC錠500「イワキ」 流通 販売中止

2023/1/17 ピレチノール（アセトアミノフェン） ピレチノール(アセトアミノフェン）使用上の注意改訂のお知らせを掲載いたしました。
ピレチノール（アセトアミノフェン）

情報改訂添付文書

2023/1/17 ピレチノール（アセトアミノフェン） ピレチノール(アセトアミノフェン）添付文書を改訂いたしました。
ピレチノール（アセトアミノフェン）

情報改訂添付文書

2023/1/10 ベンダザック軟膏3%｢イワキ｣ ベンダザック軟膏3%｢イワキ｣10g×10限定出荷解除のご案内を掲載しました。
ベンダザック軟膏3%｢イワキ｣

流通 流通管理

2023/1/10 トリゾンラブ消毒液0.2％ トリゾンラブ消毒液0.2％ 500ml 限定出荷解除のご案内を掲載しました。
トリゾンラブ消毒液0.2％

流通 流通管理

2022/12/9 ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」 ルリコナゾールクリーム・軟膏1%「イワキ」新発売のご案内を掲載しました。
ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」

流通 新発売

2022/12/9 ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」 ルリコナゾールクリーム・軟膏1%「イワキ」新発売のご案内を掲載しました。
ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」

流通 新発売

2022/12/9 ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」 薬価収載に伴い、添付文書、IFを更新し、くすりのしおりを収載しました。
ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」

流通 新発売
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https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/hanyouinformation2023032201.pdf
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https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pvsosirase20230224.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bvltenpu20230222.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bvotenpu20230222.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/aen10osirase20230220.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/lusosirase20230220.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/mgwtenpu20230202.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/vcptenpu20230202.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/vcposirese2023118.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/prposirase20230117.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/prptenpu20230117.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bzoosirase20230110.pdf
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お知らせ文書一覧
更新日付 製品 概要 リンク 分類1 分類2

2022/12/9 ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」 薬価収載に伴い、添付文書、IFを更新し、くすりのしおりを収載しました。
ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」

流通 新発売

2022/12/9 トリゾンラブ消毒液0.2％ トリゾンラブ消毒液0.2％ 500ml 限定出荷継続のご案内を掲載しました。
トリゾンラブ消毒液0.2％

流通 流通管理

2022/11/30 キョウミノチン静注PL キョウミノチン静注PLのインタビューフォームを改訂しました。
キョウミノチン静注PL

情報改訂インタビューフォーム

2022/11/28 ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」 ルリコナゾールクリーム・軟膏0.1%「イワキ」のインタビューフォームを掲載しました。
ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」

情報改訂インタビューフォーム

2022/11/28 ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」 ルリコナゾールクリーム・軟膏0.1%「イワキ」のインタビューフォームを掲載しました。
ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」

情報改訂インタビューフォーム

2022/11/22 トリゾンラブ消毒液0.2％ トリゾンラブ消毒液0.2％ 500ml 限定出荷のご案内を掲載しました。
トリゾンラブ消毒液0.2％

流通 流通管理

2022/11/10 ベンダザック軟膏3%｢イワキ｣ ベンダザック軟膏3%｢イワキ｣10g×10限定出荷のご案内を掲載しました。
ベンダザック軟膏3%｢イワキ｣

流通 流通管理

2022/11/2 ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」
新製品ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」、ルリコナゾール軟膏0.1%「イワキ」サイトを設置しまし
た。

ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」
情報改訂新製品サイト

2022/11/2 ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」
新製品ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」、ルリコナゾール軟膏0.1%「イワキ」サイトを設置しまし
た。

ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」
情報改訂新製品サイト

2022/10/25 セチリジン塩酸塩錠5mg｢イワキ｣ セチリジン塩酸塩錠5mg「イワキ」出荷停止に関するご案内を掲載しました。
セチリジン塩酸塩錠5mg｢イワキ｣

流通 流通管理

2022/10/19 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」5g×50限定出荷解除のご案内を掲載しました。
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」

流通 流通管理

2022/10/18 レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 
レボフロキサシン錠250mg「イワキ」、レボフロキサシン錠500mg「イワキ」の患者向医薬品ガイドを
改訂いたしました。

レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 
情報改訂患者向医薬品ガイド

2022/10/18 レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 
レボフロキサシン錠250mg「イワキ」、レボフロキサシン錠500mg「イワキ」の患者向医薬品ガイドを
改訂いたしました。

レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 
情報改訂患者向医薬品ガイド

2022/10/13 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」自主回収（クラスⅡ）に関するお詫びとお
知らせを収載しました。

アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」
流通 回収

2022/10/13 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」自主回収（クラスⅡ）に関してpmdaに情
報公開されました。

アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」
流通 回収

2022/10/13 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
ラノコナゾール外用液１％「イワキ」自主回収（クラスⅡ）に関するお詫びとお知らせを収載しまし
た。

ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
流通 回収

2022/10/13 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 ラノコナゾール外用液１％「イワキ」自主回収（クラスⅡ）に関してpmdaに情報公開されました。
ラノコナゾール外用液1%「イワキ」

流通 回収

2022/10/6 ニゾラールローション2% ニゾラールローション2%の添付文書を改訂いたしました。
ニゾラールローション2%

情報改訂添付文書

2022/10/6 ネオヨジンシュガーパスタ軟膏 ネオヨジンシュガーパスタ軟膏の添付文書を改訂いたしました。
ネオヨジンシュガーパスタ軟膏

情報改訂添付文書

2022/10/6 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」の添付文書を改訂いたしました。
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/10/6 レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 
レボフロキサシン錠250mg「イワキ」、レボフロキサシン錠500mg「イワキ」の添付文書を改訂いた
しました。

レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 
情報改訂添付文書

2022/10/6 レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 
レボフロキサシン錠250mg「イワキ」、レボフロキサシン錠500mg「イワキ」の添付文書を改訂いた
しました。

レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 
情報改訂添付文書

2022/9/18 その他
2022年9月付の経過措置一覧表をお知らせします。経過措置満了後にレセコンに表示される製品
について説明しています。

その他
その他

2022/9/30 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」限定出荷解除のご案内を掲載しました。
セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」

流通 流通管理

2022/9/27 タンニン酸アルブミン「NikP」 タンニン酸アルブミン「NikP」出荷再開のご案内を掲載しました。
タンニン酸アルブミン「NikP」

流通 流通管理

2022/9/20 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」5g×50限定出荷のご案内を掲載しました。
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」

流通 流通管理

2022/9/13 ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」 ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」の製品ページを開設いたしました。
ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」

情報改訂
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2022/9/13 ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」 ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」の製品ページを開設いたしました。
ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」

情報改訂

2022/9/9 ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」 ルリコナゾールクリーム・軟膏1%「イワキ」の添付文書を掲載しました。
ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/9/9 ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」 ルリコナゾールクリーム・軟膏1%「イワキ」の添付文書を掲載しました。
ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/9/13 ノルニチカミン注 9月9日にお知らせしたノルニチカミン注自主回収（クラス2）に関してお知らせを改訂しました。
ノルニチカミン注

流通 回収

2022/9/9 ノルニチカミン注 ノルニチカミン注自主回収（クラス2）に関してお知らせを掲載しました。
ノルニチカミン注

流通 回収

2022/9/9 ノルニチカミン注 ノルニチカミン注自主回収（クラス2）に関してに関してpmdaに情報公開されました。
ノルニチカミン注

流通 回収

2022/9/9 レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ レボフロキサシン錠500mg「イワキ」表示変更のご案内を掲載しました。
レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 

情報改訂包装変更

2022/9/1 重質酸化マグネシウム「NikP」 重質酸化マグネシウム「NikP」の添付文書を改訂いたしました。
重質酸化マグネシウム「NikP」

情報改訂添付文書

2022/9/1 重質酸化マグネシウム「NikP」 重質酸化マグネシウム「NikP」の使用上の注意改訂のお知らせを掲載いたしました。
重質酸化マグネシウム「NikP」

情報改訂添付文書

2022/9/1 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」
セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」の需要増大のための限定出荷について、お知ら
せを掲載いたしました。

セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」
流通 流通管理

2022/9/1 ピレチノール（アセトアミノフェン）
ピレチノール（アセトアミノフェン）の需要増大のための限定出荷について、お知らせを掲載いたし
ました。

ピレチノール（アセトアミノフェン）
流通 流通管理

2022/8/29 エピカルス配合錠

8月22掲載のエピカルス配合錠の製造販売中止案内について訂正いたしました。代替候補品は
規格が異なりますのでご注意ください。（エピカルス配合錠の倍量となります）経過措置は2024年
3月末を予定しています。

エピカルス配合錠

情報改訂販売中止

2022/8/25 ミノグロウ ミノグロウ出荷再開のお知らせを掲載しました。
ミノグロウ

流通 流通管理

2022/8/23 タンニン酸アルブミン「NikP」 タンニン酸アルブミン「NikP」自主回収（クラス2）に関してお知らせを収載しました。
タンニン酸アルブミン「NikP」

流通 回収

2022/8/23 タンニン酸アルブミン「NikP」 タンニン酸アルブミン「NikP」自主回収（クラス2）に関してpmdaに情報公開されました。
タンニン酸アルブミン「NikP」

流通 回収

2022/8/23 ネオヨジンうがいぐすり ネオヨジンうがいぐすりの添付文書を改訂しました。
ネオヨジンうがいぐすり

情報改訂添付文書

2022/8/22 エピカルス配合錠
エピカルス配合錠の製造販売中止案内を収載いたしました。経過措置は2024年3月末を予定して
います。

エピカルス配合錠
情報改訂販売中止

2022/8/22 アダパレンゲル0.1%「イワキ」 アダパレンゲル0.1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
アダパレンゲル0.1%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/22 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/22 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」の添付文書を改訂しました。
デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/22 バラシクロビル錠500mg｢イワキ｣ バラシクロビル錠500mg「イワキ」の添付文書を改訂しました。
バラシクロビル錠500mg｢イワキ｣

情報改訂添付文書

2022/8/22 マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣ マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」の添付文書を改訂しました。
マキサカルシトール軟膏25μg/g｢イワキ｣

情報改訂添付文書

2022/8/18 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」のインタビューフォームを収載しました。
デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」

情報改訂インタビューフォーム

2022/8/15 ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」 ルリコナゾールクリーム・軟膏1%「イワキ」の製造販売承認取得のご案内を掲載しました。
ルリコナゾール軟膏１％「イワキ」

情報改訂製造販売承認取得

2022/8/15 ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」 ルリコナゾールクリーム・軟膏1%「イワキ」の製造販売承認取得のご案内を掲載しました。
ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」

情報改訂製造販売承認取得

2022/8/15 ディクアノン配合内用液
ディクアノン配合内用液の販売中止のご案内を掲載しました。経過措置は2025年3月末を予定し
ています。

ディクアノン配合内用液
流通 販売中止
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2022/8/15 トリゾンラブ消毒液0.2％ トリゾンラブ消毒液0.2％５L容器変更のご案内を掲載しました。
トリゾンラブ消毒液0.2％

情報改訂包装変更

2022/8/8 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg・7.5mg「イワキ」の添付文書を改訂しました。
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/8 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg・7.5mg「イワキ」の添付文書を改訂しました。
ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/8 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「イワキ」の添付文書を改訂しました。
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/8 ビダラビン軟膏3%「イワキ」 ビダラビン軟膏3%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
ビダラビン軟膏3%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/8 ピレチノール（アセトアミノフェン） 「日本薬局方 アセトアミノフェン （ピレチノール）」の添付文書を改訂しました。
ピレチノール（アセトアミノフェン）

情報改訂添付文書

2022/8/8 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 ポビドンヨードガーグル液7％「イワキ」の添付文書を改訂しました。
ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/2 アスコルビン酸「イワキ」 アスコルビン酸「イワキ」の添付文書を改訂しました。
アスコルビン酸「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/2 エピナスチン塩酸塩錠10mg 「イワキ」 エピナスチン塩酸塩錠10mg・20mg「イワキ」の添付文書を改訂しました。
エピナスチン塩酸塩錠10mg 「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/2 エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」 エピナスチン塩酸塩錠10mg・20mg「イワキ」の添付文書を改訂しました。
エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/1 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」 テルビナフィン塩酸塩外用液・クリーム1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/1 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 テルビナフィン塩酸塩外用液・クリーム1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/1 テルビナフィン錠125mg「イワキ」 テルビナフィン錠125㎎「イワキ」の添付文書を改訂しました。
テルビナフィン錠125mg「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/1 セチリジン塩酸塩錠5mg｢イワキ｣ セチリジン塩酸塩錠5mg｢イワキ｣の添付文書を改訂しました。
セチリジン塩酸塩錠5mg｢イワキ｣

情報改訂添付文書

2022/8/1 セチリジン塩酸塩錠10mg｢イワキ｣ セチリジン塩酸塩錠10mg｢イワキ｣の添付文書を改訂しました。
セチリジン塩酸塩錠10mg｢イワキ｣

情報改訂添付文書

2022/8/1 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣ クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣の添付文書を改訂しました。
クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣

情報改訂添付文書

2022/8/1 リン酸コデイン散１％「イワキ」 リン酸コデイン散１％「イワキ」の添付文書を改訂しました。
リン酸コデイン散１％「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/1 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/8/1 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/29 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣のインタビューフォームを改訂しました。
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣

情報改訂インタビューフォーム

2022/7/29 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.2%｢イワキ｣のインタビューフォームを改訂しました。
セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」

情報改訂インタビューフォーム

2022/7/29 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣ クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣のインタビューフォームを改訂しました。
クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣

情報改訂インタビューフォーム

2022/7/28 ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 ラノコナゾールクリーム・外用液・軟膏1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/28 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 ラノコナゾールクリーム・外用液・軟膏1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
ラノコナゾール外用液1%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/28 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 ラノコナゾールクリーム・外用液・軟膏1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/22 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」のインタビューフォームを改訂しました。 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」

情報改訂インタビューフォーム
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2022/7/21 デルモゾールDP軟膏0.064%
デルモゾールDP軟膏・クリーム・ローション0.064%の添付文書を改訂しました。 デルモゾールDP軟膏0.064%

情報改訂添付文書

2022/7/21 デルモゾールDPクリーム0.064%
デルモゾールDP軟膏・クリーム・ローション0.064%の添付文書を改訂しました。 デルモゾールDPクリーム0.064%

情報改訂添付文書

2022/7/21 デルモゾールDPローション0.064%
デルモゾールDP軟膏・クリーム・ローション0.064%の添付文書を改訂しました。 デルモゾールDPローション0.064%

情報改訂添付文書

2022/7/21 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」
ビホナゾールクリーム・外用液1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/21 ビホナゾール外用液1%「イワキ」
ビホナゾールクリーム・外用液1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 ビホナゾール外用液1%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/21 ベンダザック軟膏３％「イワキ」
ベンダザック軟膏3%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 ベンダザック軟膏３％「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/21 ポビドンヨードゲル10%「イワキ」
ポビドンヨードゲル10%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 ポビドンヨードゲル10%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/21 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」の添付文書を改訂しました。 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」

情報改訂添付文書

2022/7/21 クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」
クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/21 クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」
クロベタゾン酪酸エステル軟膏・クリーム・ローション0.05%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/21 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
クロベタゾン酪酸エステル軟膏・クリーム・ローション0.05%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/21 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」
クロベタゾン酪酸エステル軟膏・クリーム・ローション0.05%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/21 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」
セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」の添付文書を改訂しました。 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/21 デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% 「イワキ」
デプロドンプロピオン酸エステル軟膏・クリーム0.3% 「イワキ」の添付文書を改訂しました。 デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% 「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/21 デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3% 「イワキ」
デプロドンプロピオン酸エステル軟膏・クリーム0.3% 「イワキ」の添付文書を改訂しました。 デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3% 「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/7 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」
ジフルプレドナート軟膏・クリーム・ローション0.05%｢イワキ｣の添付文書を改訂しました。 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/7 ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」
ジフルプレドナート軟膏・クリーム・ローション0.05%｢イワキ｣の添付文書を改訂しました。 ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/7 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」
ジフルプレドナート軟膏・クリーム・ローション0.05%｢イワキ｣の添付文書を改訂しました。 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/7 モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏・クリーム・ローション0.1％「イワキ」の添付文書を改訂し
ました。

モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」
情報改訂添付文書

2022/7/7 モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「イワキ」

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏・クリーム・ローション0.1％「イワキ」の添付文書を改訂し
ました。

モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「イワキ」
情報改訂添付文書

2022/7/7 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏・クリーム・ローション0.1％「イワキ」の添付文書を改訂し
ました。

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」
情報改訂添付文書

2022/7/7 デルモゾールGクリーム デルモゾールＧ軟膏・クリームの添付文書を改訂しました。 デルモゾールGクリーム 情報改訂添付文書

2022/7/7 デルモゾールG軟膏 デルモゾールＧ軟膏・クリームの添付文書を改訂しました。 デルモゾールG軟膏 情報改訂添付文書

2022/7/7 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣の添付文書を改訂しました。 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣

情報改訂添付文書

2022/7/7 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05％「イワキ」 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏・ローション0.05％「イワキ」の添付文書を改訂しました。
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05％「イワキ

情報改訂添付文書

2022/7/7 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏・ローション0.05％「イワキ」の添付文書を改訂しました。
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」

情報改訂添付文書

2022/7/7 デキサメタゾンローション0.1%｢イワキ｣
デキサメタゾン軟膏・クリーム・ローション0.1%｢イワキ｣の添付文書を改訂しました。 デキサメタゾンローション0.1%｢イワキ｣

情報改訂添付文書
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https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/dgotenpu20220707.pdf
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https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/cbpltenpu20220707.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/cbpotenpu20220707.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/dxctenpu20220701.pdf
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2022/7/7 デキサメタゾン軟膏0.1%｢イワキ｣
デキサメタゾン軟膏・クリーム・ローション0.1%｢イワキ｣の添付文書を改訂しました。 デキサメタゾン軟膏0.1%｢イワキ｣

情報改訂添付文書

2022/7/7 デキサメタゾンクリーム0.1%｢イワキ｣
デキサメタゾン軟膏・クリーム・ローション0.1%｢イワキ｣の添付文書を改訂しました。 デキサメタゾンクリーム0.1%｢イワキ｣

情報改訂添付文書

2022/7/7 スピラゾンローション0.3%
スピラゾン軟膏・クリーム・ローション0.3%の添付文書を改訂しました。 スピラゾンローション0.3%

情報改訂添付文書

2022/7/7 スピラゾン軟膏0.3%
スピラゾン軟膏・クリーム・ローション0.3%の添付文書を改訂しました。 スピラゾン軟膏0.3%

情報改訂添付文書

2022/7/7 スピラゾンクリーム0.3%
スピラゾン軟膏・クリーム・ローション0.3%の添付文書を改訂しました。 スピラゾンクリーム0.3%

情報改訂添付文書

2022/7/1 ニゾラール®ローション2％ ニゾラール®ローション2％の添付文書を改訂しました。 ニゾラール®ローション2％ 情報改訂添付文書

2022/7/1 デルモゾールＧローション デルモゾールＧローションの添付文書を改訂しました。 デルモゾールＧローション 情報改訂添付文書

2022/7/1 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 情報改訂添付文書

2022/7/1 サレックス軟膏0.05％ サレックス軟膏0.05％の添付文書を改訂しました。 サレックス軟膏0.05％ 情報改訂添付文書

2022/7/1 サレックスクリーム0.05％ サレックスクリーム0.05％の添付文書を改訂しました。 サレックスクリーム0.05％ 情報改訂添付文書

2022/7/1 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」の添付文書を改訂しました。 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」 情報改訂添付文書

2022/6/27 デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3% 「イワキ」
デプロドンプロピオン酸エステル軟膏・クリーム0.3％「イワキ」の製造販売中止のご案内を収載い
たしました。経過措置は2023年3月末を予定しています。

デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3% 「イワキ」
流通 販売中止

2022/6/27 デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% 「イワキ」
デプロドンプロピオン酸エステル軟膏・クリーム0.3％「イワキ」の製造販売中止のご案内を収載い
たしました。経過措置は2023年3月末を予定しています。

デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% 「イワキ」
流通 販売中止

2022/6/20 ウスノン消毒液10%
ウスノン消毒液10%500mLの販売中止のご案内を収載いたしました。経過措置は2023年3月末を
予定しています。

ウスノン消毒液10%
流通 販売中止

2022/5/24 レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ レボフロキサシン錠500mg「イワキ」表示変更のご案内を掲載しました。 レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 流通 包装変更

2022/5/24 ミノグロウ ミノグロウ欠品に関するお詫びを掲載しました。 ミノグロウ 流通 流通管理

2022/5/24 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣ レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣のインタビューフォームを改訂いたしました。 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣ 情報改訂インタビューフォーム

2022/5/23 クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 情報改訂添付文書

2022/5/23 クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」の使用上の注意改訂をお知らせします。 クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 情報改訂使用上の注意改訂

2022/5/23 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 情報改訂添付文書

2022/5/23 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」の使用上の注意改訂をお知らせします。 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 情報改訂使用上の注意改訂

2022/5/23 ビホナゾール外用液1%「イワキ」 ビホナゾール外用液1%「イワキ」の添付文書を改訂しました。 ビホナゾール外用液1%「イワキ」 情報改訂添付文書

2022/5/23 ビホナゾール外用液1%「イワキ」 ビホナゾール外用液1%「イワキ」の使用上の注意改訂をお知らせします。 ビホナゾール外用液1%「イワキ」 情報改訂使用上の注意改訂

2022/4/18 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」のインタビューフォームを改訂いたしました。 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 情報改訂インタビューフォーム

2022/4/4 その他 2022年4月　薬価改定に伴う基礎的医薬品及びコード変更品のお知らせ その他 その他

2022/4/1 ニゾラール®ローション2％ ニゾラール®ローション2%の製品情報を収載いたしました。 ニゾラール®ローション2％ 流通 包装変更

2022/3/31 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「イワキ」包装変更のご案内を収載いたしました。 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ 流通 包装変更

2022/3/24 ニゾラール®ローション2％ ニゾラール®ローション2％の製造販売承認承継品のご案内をお知らせいたします。 ニゾラール®ローション2％ 流通 流通管理

2022/3/16 グリセリン「NikP」 グリセリン「NikP」の添付文書を改訂しました。 グリセリン「NikP」 情報改訂添付文書

2022/3/16 精製水「NikP」 精製水「NikP」の添付文書を改訂しました。 精製水「NikP」 情報改訂添付文書

2022/3/11 オキシドール「ヤクハン」 オキシドール「ヤクハン」の添付文書を改訂しました。 オキシドール「ヤクハン」 情報改訂添付文書

2022/3/11 消毒用イソプロパノール液50%「ヤクハン」 消毒用イソプロパノール液50%「ヤクハン」の添付文書を改訂しました。 消毒用イソプロパノール液50%「ヤクハン」 情報改訂添付文書

2022/2/14 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
ラノコナゾール外用液１％「イワキ」自主回収（クラスⅡ）に関するお詫びとお知らせを収載しまし
た。

ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
流通 回収

2022/2/14 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 ラノコナゾール外用液１％「イワキ」自主回収（クラスⅡ）に関してpmdaに情報公開されました。 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 流通 回収

2022/1/24 ニゾラール®ローション2％ ニゾラール®ローション2％の販売移管についてお知らせいたします。 ニゾラール®ローション2％ 流通 流通管理

2022/1/24 重質酸化マグネシウム「NikP」
重質酸化マグネシウム「NikP」500g包装の販売中止案内を掲載します。経過措置は2023年3月末
を予定しています。

重質酸化マグネシウム「NikP」
流通 販売中止

2022/1/12 タクロリムス軟膏0.1%｢イワキ｣ タクロリムス軟膏0.1%｢イワキ｣のインタビューフォームを改訂いたしました。 タクロリムス軟膏0.1%｢イワキ｣ 情報改訂インタビューフォーム

2021/12/9 タクロリムス軟膏0.1%｢イワキ｣ タクロリムス軟膏0.1%｢イワキ｣の添付文書を改訂いたしました。 タクロリムス軟膏0.1%｢イワキ｣ 情報改訂添付文書

2021/12/9 タクロリムス軟膏0.1%｢イワキ｣ タクロリムス軟膏0.1%｢イワキ｣の使用上の注意改訂をお知らせいたします。 タクロリムス軟膏0.1%｢イワキ｣ 情報改訂使用上の注意改訂

2021/11/19 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「イワキ」包装変更のご案内を収載いたしました。（11/26チューブ
サイズの誤表示修正を行いました。大変申し訳ございません。深くお詫びを申し上げます。）

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣
流通 包装変更
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2021/11/19 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「イワキ」出荷再開及び包装変更のご案内を収載いたしました。
（11/26チューブサイズの誤表示修正を行いました。大変申し訳ございません。深くお詫びを申し
上げます。）

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣

流通 流通管理

2021/10/20 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」10g×10納期遅延のお詫びを収載いたしました。 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ 流通 流通管理

2021/10/6 その他
2021年10月付の経過措置一覧表をお知らせします。経過措置満了後にレセコンに表示される製
品について説明しています。

その他
その他

2021/9/22 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」製造販売中止案内を収載いたしました。 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 流通 販売中止

2021/9/22 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」
ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」（及び旧販売名シンラック錠7.5）自主回収（クラスⅡ）
に関するお詫びとお知らせを収載しました。

ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」
流通 回収

2021/9/22 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」
ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」（及び旧販売名シンラック錠7.5）自主回収（クラスⅡ）
に関してpmdaに情報公開されました。

ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」
流通 回収

2021/8/25 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
ラノコナゾール外用液１％「イワキ」自主回収（クラスⅡ）に関するお詫びとお知らせを収載しまし
た。

ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
流通 回収

2021/8/25 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 ラノコナゾール外用液１％「イワキ」自主回収（クラスⅡ）に関してpmdaに情報公開されました。 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 流通 回収

2021/8/23 乳酸カルシウム「NikP」
乳酸カルシウム「NikP」の販売中止案内を掲載します。経過措置は2022年3月末を予定していま
す。

乳酸カルシウム「NikP」
流通 販売中止

2021/7/21 ピリドキサール錠10mg「イセイ」 ピリドキサール錠10mg「イセイ」　包装、印刷箱のデザインを変更いたしました。 ピリドキサール錠10mg「イセイ」 流通 包装変更

2021/7/21 重質酸化マグネシウム「NikP」
重質酸化マグネシウム「NikP」1kg×5包装の販売中止案内を掲載します。500gについては継続い
たします。

重質酸化マグネシウム「NikP」
流通 販売中止

2021/7/21 硫酸マグネシウム「NikP」 日本薬局方 硫酸マグネシウムの使用上の注意改訂をお知らせします。 硫酸マグネシウム「NikP」 情報改訂使用上の注意改訂
2021/7/21 硫酸マグネシウム「NikP」 日本薬局方 硫酸マグネシウムの添付文書を改訂しました。 硫酸マグネシウム「NikP」 情報改訂添付文書
2021/6/24 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」新発売のご案内を収載しました。 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 流通 新発売
2021/6/24 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」の患者向医薬品ガイドを収載しました。 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 情報改訂患者向け医薬品ガイ
2021/6/24 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」の患者様用資料を収載しました。 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 情報改訂患者指導せん
2021/6/15 ウスノン消毒液10% ウスノン消毒液10%　3Lの製造販売中止のご案内を収載いたしました。 ウスノン消毒液10% 流通 販売中止
2021/6/15 エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」 エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」PTP500T納期遅延のお詫びを収載いたしました。 エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」 流通 流通管理
2021/6/7 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 ピコスルファートナトリウム錠 7.5mg「イワキ」バラ500T 納期遅延のお詫びを収載しました。 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 流通 流通管理
2021/6/1 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」の添付文書を収載しました。 デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」 情報改訂添付文書

2021/5/12 ケトコナゾールローション2%「イワキ」
ニトラゼンローション２％・ケトコナゾールローション２％「イワキ」 自主回収（クラスⅡ）に関するお
詫びとお知らせを収載しました。

ケトコナゾールローション2%「イワキ」
流通 回収

2021/5/11 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」、ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」出荷再
開のご案内を収載しました。

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」
流通 流通管理

2021/5/11 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」、ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」出荷再
開のご案内を収載しました。

ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」
流通 流通管理

2021/4/28 ピリドキサール錠10mg「イセイ」 ピリドキサール錠10 ㎎ 「イセイ」の添付文書を改訂しました。 ピリドキサール錠10mg「イセイ」 情報改訂添付文書
2021/4/21 ケトコナゾールローション2%「イワキ」 ケトコナゾールローション2%「イワキ」製造販売中止のご案内を収載しました。 ケトコナゾールローション2%「イワキ」 流通 販売中止
2021/4/9 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「イワキ」 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「イワキ」製造販売中止のご案内を収載しました。 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「イワキ」 流通 販売中止
2021/4/1 硫酸マグネシウム「NikP」 日本薬局方 硫酸マグネシウムの添付文書を改訂しました。 硫酸マグネシウム「NikP」 情報改訂添付文書

2021/3/26 ピレチノール（アセトアミノフェン） ピレチノールの患者向け医薬品ガイドを収載しました。 ピレチノール（アセトアミノフェン） 情報改訂患者向け医薬品ガイ
2021/3/11 その他 販売名変更品の経過措置一覧表を改訂いたしました。 その他 その他 一覧表
2021/3/1 ピレチノール（アセトアミノフェン） 「日本薬局方 アセトアミノフェン （ピレチノール）」の添付文書を改訂いたしました。 ピレチノール（アセトアミノフェン） 情報改訂添付文書

2021/3/1 ピレチノール（アセトアミノフェン）
「日本薬局方 アセトアミノフェン （ピレチノール）」使用上の注意改訂のお知らせを収載いたしまし
た。

ピレチノール（アセトアミノフェン）
情報改訂使用上の注意改訂

2021/2/25 ディクアノン配合内用液 ディクアノン配合内用液の添付文書を改訂いたしました。 ディクアノン配合内用液 情報改訂添付文書
2021/2/25 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」包装変更のご案内を収載しました クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 流通 包装変更
2021/2/25 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」包装変更のご案内を収載しました。 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 流通 包装変更
2021/1/20 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣ クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」出荷再開のご案内を収載しました。 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣ 流通 流通管理

2020/12/25 エピナスチン塩酸塩錠10mg 「イワキ」 エピナスチン塩酸塩錠 10mg・20mg「イワキ」の患者向医薬品ガイドを収載しました。 エピナスチン塩酸塩錠10mg 「イワキ」 情報改訂患者向け医薬品ガイ
2020/12/25 エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」 エピナスチン塩酸塩錠 10mg・20mg「イワキ」の患者向医薬品ガイドを収載しました エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」 情報改訂患者向け医薬品ガイ
2020/12/23 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」のインタビューフォームを改訂いたしました。 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣ 情報改訂IF
2020/12/16 エピナスチン塩酸塩錠10mg 「イワキ」 エピナスチン塩酸塩錠10・20mg「イワキ」の添付文書を収載しました。 エピナスチン塩酸塩錠10mg 「イワキ」 情報改訂添付文書
2020/12/16 エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」 エピナスチン塩酸塩錠10・20mg「イワキ」の添付文書を収載しました。 エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」 情報改訂添付文書

2020/12/16 モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム０．１%「イワキ」
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏・クリーム・ローション0.1%「イワキ」の添付文書を収載し
ました。

モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム０．１%「イワキ
情報改訂添付文書

2020/12/16 モメタゾンフランカルボン酸エステルローション０．１%「イワキ」
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏・クリーム・ローション0.1%「イワキ」の添付文書を収載し
ました。

モメタゾンフランカルボン酸エステルローション０．１%「イワ
情報改訂添付文書

2020/12/16 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１%「イワキ」
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏・クリーム・ローション0.1%「イワキ」の添付文書を収載し
ました。

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１%「イワキ」
情報改訂添付文書

2020/12/16 デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3% 「イワキ」 デプロドンプロピオン酸エステル軟膏・クリーム0.3%「イワキ」の添付文書を収載しました。 デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3% 「イワキ」 情報改訂添付文書
2020/12/16 デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% 「イワキ」 デプロドンプロピオン酸エステル軟膏・クリーム0.3%「イワキ」の添付文書を収載しました。 デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% 「イワキ」 情報改訂添付文書
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https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/prptenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/prposirase20210301.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/dcstenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/cnlosirase20210225.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bvlosirase20210225.pdf
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2020/12/16 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」の添付文書を収載しました。 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」 情報改訂添付文書

2020/12/16 フランカルボン酸モメタゾンクリーム０．１%「イワキ」
フランカルボン酸モメタゾン軟膏 0.1%「イワキ」、フランカルボン酸モメタゾンクリーム 0.1%「イワ
キ」、フランカルボン酸モメタゾンローション 0.1%「イワキ」販売名変更のご案内を収載しました。

フランカルボン酸モメタゾンクリーム０．１%「イワキ」
流通 販売名変更

2020/12/16 フランカルボン酸モメタゾン軟膏０．１%「イワキ」
フランカルボン酸モメタゾン軟膏 0.1%「イワキ」、フランカルボン酸モメタゾンクリーム 0.1%「イワ
キ」、フランカルボン酸モメタゾンローション 0.1%「イワキ」販売名変更のご案内を収載しました。

フランカルボン酸モメタゾン軟膏０．１%「イワキ」
流通 販売名変更

2020/12/16 フランカルボン酸モメタゾンローション０．１%「イワキ」
フランカルボン酸モメタゾン軟膏 0.1%「イワキ」、フランカルボン酸モメタゾンクリーム 0.1%「イワ
キ」、フランカルボン酸モメタゾンローション 0.1%「イワキ」販売名変更のご案内を収載しました。

フランカルボン酸モメタゾンローション０．１%「イワキ」
流通 販売名変更

2020/12/16 モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム０．１%「イワキ」
フランカルボン酸モメタゾン軟膏 0.1%「イワキ」、フランカルボン酸モメタゾンクリーム 0.1%「イワ
キ」、フランカルボン酸モメタゾンローション 0.1%「イワキ」販売名変更のご案内を収載しました。

モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム０．１%「イワキ
流通 販売名変更

2020/12/16 モメタゾンフランカルボン酸エステルローション０．１%「イワキ」
フランカルボン酸モメタゾン軟膏 0.1%「イワキ」、フランカルボン酸モメタゾンクリーム 0.1%「イワ
キ」、フランカルボン酸モメタゾンローション 0.1%「イワキ」販売名変更のご案内を収載しました。

モメタゾンフランカルボン酸エステルローション０．１%「イワ
流通 販売名変更

2020/12/16 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１%「イワキ」
フランカルボン酸モメタゾン軟膏 0.1%「イワキ」、フランカルボン酸モメタゾンクリーム 0.1%「イワ
キ」、フランカルボン酸モメタゾンローション 0.1%「イワキ」販売名変更のご案内を収載しました。

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１%「イワキ」
流通 販売名変更

2020/12/16 ユピテル錠10 ユピテル錠10、ユピテル錠20 販売名変更のご案内を収載しました。 ユピテル錠10 流通 販売名変更
2020/12/16 ユピテル錠20 ユピテル錠10、ユピテル錠20 販売名変更のご案内を収載しました。 ユピテル錠20 流通 販売名変更
2020/12/16 エピナスチン塩酸塩錠10mg 「イワキ」 ユピテル錠10、ユピテル錠20 販売名変更のご案内を収載しました。 エピナスチン塩酸塩錠10mg 「イワキ」 流通 販売名変更
2020/12/16 エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」 ユピテル錠10、ユピテル錠20 販売名変更のご案内を収載しました。 エピナスチン塩酸塩錠20mg 「イワキ」 流通 販売名変更
2020/12/16 アロミドンクリーム0.3% アロミドン軟膏 0.3％・アロミドンクリーム0.3%販売名変更のご案内を収載しました。 アロミドンクリーム0.3% 流通 販売名変更
2020/12/16 アロミドン軟膏0.3% アロミドン軟膏 0.3％・アロミドンクリーム0.3%販売名変更のご案内を収載しました。 アロミドン軟膏0.3% 流通 販売名変更
2020/12/16 デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3% 「イワキ」 アロミドン軟膏 0.3％・アロミドンクリーム0.3%販売名変更のご案内を収載しました。 デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3% 「イワキ」 流通 販売名変更
2020/12/16 デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% 「イワキ」 アロミドン軟膏 0.3％・アロミドンクリーム0.3%販売名変更のご案内を収載しました。 デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3% 「イワキ」 流通 販売名変更
2020/12/16 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」 ビトラ軟膏0.1% 販売名変更のご案内を収載しました アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1 ％「イワキ」 流通 販売名変更
2020/12/16 ビトラ軟膏0.1% ビトラ軟膏0.1% 販売名変更のご案内を収載しました ビトラ軟膏0.1% 流通 販売名変更
2020/12/16 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「イワキ」 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「イワキ」製造販売中止のご案内を収載いたしました オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「イワキ」 流通 販売中止
2020/12/8 スピラゾンローション0.3% スピラゾンロ－ション0.3％ 包装変更のご案内を収載しました。 スピラゾンローション0.3% 流通 包装変更
2020/12/8 ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 ジフルプレドナートローション0.05％「イワキ」包装変更のご案内を収載しました。 ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 流通 包装変更

2020/11/24 フィナステリド錠1ｍｇ「ＴＣＫ」 フィナステリド錠１ｍｇ「ＴＣＫ」のインタビューフォームを改定しました。 フィナステリド錠1ｍｇ「ＴＣＫ」 情報改訂IF
2020/10/21 血沈用チトラート｢ハラサワ｣ 血沈用チトラート「ハラサワ」の添付文書を改定いたしました。 血沈用チトラート｢ハラサワ｣ 情報改訂添付文書

2020/9/29 ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」
ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」、ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」、ラノコナゾール外用液１%
「イワキ」表示変更のご案内を収載しました。

ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」
流通 包装変更

2020/9/29 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」
ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」、ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」、ラノコナゾール外用液１%
「イワキ」表示変更のご案内を収載しました。

ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」
流通 包装変更

2020/9/29 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」、ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」、ラノコナゾール外用液１%
「イワキ」表示変更のご案内を収載しました。

ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
流通 包装変更

2020/9/24 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
ラノコナゾール外用液1％「イワキ」自主回収（クラスⅡ）に関するお詫びとお知らせ　を収載しまし
た。

ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
流通 回収

2020/9/11 ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」
ラノコナゾール軟膏1％「イワキ」、ラノコナゾールクリーム1％「イワキ」、ラノコナゾール外用液1％
「イワキ」の添付文書を改訂しました。

ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」
情報改訂添付文書

2020/9/11 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」
ラノコナゾール軟膏1％「イワキ」、ラノコナゾールクリーム1％「イワキ」、ラノコナゾール外用液1％
「イワキ」の添付文書を改訂しました。

ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」
情報改訂添付文書

2020/9/11 ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
ラノコナゾール軟膏1％「イワキ」、ラノコナゾールクリーム1％「イワキ」、ラノコナゾール外用液1％
「イワキ」の添付文書を改訂しました。

ラノコナゾール外用液1%「イワキ」
情報改訂添付文書

2020/8/25 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」 セチルピリジニウム塩化物トローチ2 mg「イワキ」の添付文書を改訂しました。 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg「イワキ」 情報改訂添付文書
2020/8/19 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 ラノコナゾール軟膏1％「イワキ」　出荷再開のご案内。 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 流通 流通管理
2020/8/18 スピラゾンクリーム0.3% スピラゾンクリーム0.3％の変更のご案内　を収載しました。 スピラゾンクリーム0.3% 流通 包装変更
2020/7/31 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 ラノコナゾール軟膏1％「イワキ」　納期再遅延のお詫びを掲載しました。 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 流通 流通管理
2020/7/16 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 ラノコナゾール軟膏1％「イワキ」　納期遅延のお詫びを収載しました。 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 流通 流通管理

2020/7/2 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05％「イワキ」の包装変更のご案内　を収載しました。
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」

流通 包装変更
2020/6/19 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG]の添付文書を収載致しました。 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣ 情報改訂添付文書

2020/6/19 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」
ジフルプレドナート軟膏０．０５％「イワキ」、ジフルプレドナートクリーム０．０５％「イワキ」、ジフル
プレドナートローション０．０５％「イワキ」の添付文書を収載しました。

ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」
情報改訂添付文書

2020/6/19 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」
ジフルプレドナート軟膏０．０５％「イワキ」、ジフルプレドナートクリーム０．０５％「イワキ」、ジフル
プレドナートローション０．０５％「イワキ」の添付文書を収載しました。

ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」
情報改訂添付文書

2020/6/19 ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」
ジフルプレドナート軟膏０．０５％「イワキ」、ジフルプレドナートクリーム０．０５％「イワキ」、ジフル
プレドナートローション０．０５％「イワキ」の添付文書を収載しました。

ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」
情報改訂添付文書

2020/6/19 クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05％「イワキ」、クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05％「イワ
キ」、クロベタゾン酪酸エステルローション0.05％「イワキ」の添付文書を収載しました。

クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」
情報改訂添付文書

2020/6/19 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05％「イワキ」、クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05％「イワ
キ」、クロベタゾン酪酸エステルローション0.05％「イワキ」の添付文書を収載しました。

クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
情報改訂添付文書
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お知らせ文書一覧
更新日付 製品 概要 リンク 分類1 分類2

2020/6/19 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05％「イワキ」、クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05％「イワ
キ」、クロベタゾン酪酸エステルローション0.05％「イワキ」の添付文書を収載しました。

クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」
情報改訂添付文書

2020/6/19 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0. 12％「イワキ」の添付文書を収載しました。 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 情報改訂添付文書
2020/6/19 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12％「イワキ」の添付文書を収載しました。 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 情報改訂添付文書
2020/6/19 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 ポビドンヨードガーグル液7 ％「イワキ」の添付文書を収載しました。 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 情報改訂添付文書
2020/6/19 ポビドンヨードゲル10%「イワキ」 ポビドンヨードゲル10％「イワキ」の添付文書を収載しました。 ポビドンヨードゲル10%「イワキ」 情報改訂添付文書
2020/6/19 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」 ポビドンヨード スクラブ7.5％「イワキ」の添付文書を収載しました。 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」 情報改訂添付文書
2020/6/19 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」 ネオヨジンスクラブ7.5％ 販売名変更のご案内　を収載しました。 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」 流通 販売名変更
2020/6/19 ポビドンヨードゲル10%「イワキ」 ネオヨジンゲル10％ 販売名変更のご案内　を収載しました。 ポビドンヨードゲル10%「イワキ」 流通 販売名変更
2020/6/19 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 ネオヨジンガーグル7％ 販売名変更のご案内　を収載しました。 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 流通 販売名変更

2020/6/19 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」
スチブロン軟膏0.05%・スチブロンクリーム0.05%・スチブロンローション0.05%販売名変更のご案内
を収載しました。

ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」
流通 販売名変更

2020/6/19 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」
スチブロン軟膏0.05%・スチブロンクリーム0.05%・スチブロンローション0.05%販売名変更のご案内
を収載しました。

ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」
流通 販売名変更

2020/6/19 ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」
スチブロン軟膏0.05%・スチブロンクリーム0.05%・スチブロンローション0.05%販売名変更のご案内
を収載しました。

ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」
流通 販売名変更

2020/6/19 クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」
パルデス軟膏0.05%・パルデスクリーム0.05%・パルデスローション0.05%　販売名変更のご案内　を
収載しました。

クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」
流通 販売名変更

2020/6/19 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
パルデス軟膏0.05%・パルデスクリーム0.05%・パルデスローション0.05%　販売名変更のご案内　を
収載しました。

クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
流通 販売名変更

2020/6/19 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」
パルデス軟膏0.05%・パルデスクリーム0.05%・パルデスローション0.05%　販売名変更のご案内　を
収載しました。

クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」
流通 販売名変更

2020/6/19 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 デルモゾール軟膏0.12%・デルモゾールローション0.12%　販売名変更のご案内　を収載しました。 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 流通 販売名変更
2020/6/19 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 デルモゾール軟膏0.12%・デルモゾールローション0.12%　販売名変更のご案内　を収載しました。 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 流通 販売名変更
2020/6/19 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ＪＧ」新発売のご案内 　を収載しました。 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣ 流通 新発売
2020/6/1 バラシクロビル錠500mg｢イワキ｣ バラシクロビル錠500mg「イワキ」の患者向け医薬品ガイドを収載致しました。 バラシクロビル錠500mg｢イワキ｣ 情報改訂患者向け医薬品ガイ
2020/5/7 ビトラ軟膏0.1% ビトラ軟膏0.1% 5g×10、500g 納期遅延のお詫び を収載しました。 ビトラ軟膏0.1% 流通 流通管理

2020/4/24 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関連した製品に関するお問い合わせ受付へのお願い 0 全体 ―
2020/4/20 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣ レボセチリジン錠5mg「JG」6月新発売のご案内を収載しました。 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢JG｣ 全体 PR
2020/4/15 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣ クリンダマイシンリン酸エステルゲル1％「イワキ」供給に関するお詫びとご案内を収載しました。 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣ 流通 流通管理
2020/4/13 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「イワキ」の包装変更お知らせ文章を収載しました。 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ 流通 包装変更
2020/4/7 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「イワキ」の添付文書を改訂いたしました。 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ 情報改訂添付文書
2020/4/2 バラシクロビル錠500mg｢イワキ｣ バラシクロビル錠500mg「イワキ」につきまして患者様用資料を収載しました。 バラシクロビル錠500mg｢イワキ｣ 情報改訂患者指導せん

2020/3/31 バラシクロビル錠500mg｢イワキ｣ バラシクロビル錠500mg「イワキ」の添付文書を改訂しました。 バラシクロビル錠500mg｢イワキ｣ 情報改訂添付文書
2020/3/31 バラシクロビル錠500mg｢イワキ｣ バラシクロビル錠500mg「イワキ」の「使用上の注意」改訂のお知らせを収載しました。 バラシクロビル錠500mg｢イワキ｣ 情報改訂使用上の注意改訂

2019/12/23 ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 ネオヨジン外用液10％販売名及び包装変更のご案内を収載いたしました。 ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 流通 包装変更

2019/12/23 デキサメタゾンクリーム0.1%｢イワキ｣
デキサメサゾン軟膏0.1％「イワキ」・デキサメサゾンクリーム0.1％「イワキ」 デキサメサゾンロー
ション0.1％「イワキ」 販売名変更のご案内を収載いたしました。

デキサメタゾンクリーム0.1%｢イワキ｣
流通 販売名変更

2019/12/23 デキサメタゾン軟膏0.1%｢イワキ｣
デキサメサゾン軟膏0.1％「イワキ」・デキサメサゾンクリーム0.1％「イワキ」 デキサメサゾンロー
ション0.1％「イワキ」 販売名変更のご案内を収載いたしました。

デキサメタゾン軟膏0.1%｢イワキ｣
流通 販売名変更

2019/12/23 デキサメタゾンローション0.1%｢イワキ｣
デキサメサゾン軟膏0.1％「イワキ」・デキサメサゾンクリーム0.1％「イワキ」 デキサメサゾンロー
ション0.1％「イワキ」 販売名変更のご案内を収載いたしました。

デキサメタゾンローション0.1%｢イワキ｣
流通 販売名変更

2019/12/23 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 デルトピカ軟膏0.05％・デルトピカローション0.05％ 販売名変更のご案内を収載いたしました。 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 流通 販売名変更
2019/12/23 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05％「イワキ」 デルトピカ軟膏0.05％・デルトピカローション0.05％ 販売名変更のご案内を収載いたしました。 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05％「イワキ流通 販売名変更

2019/9/24 レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 
レボフロキサシン錠250mg「イワキ」、レボフロキサシン錠500mg「イワキ」の「使用上の注意」改訂
お知らせ文書を収載しました。

レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 
情報改訂使用上の注意改訂

2019/9/24 レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 
レボフロキサシン錠250mg「イワキ」、レボフロキサシン錠500mg「イワキ」の「使用上の注意」改訂
お知らせ文書を収載しました。

レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 
情報改訂使用上の注意改訂

2019/9/24 レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 
レボフロキサシン錠250mg「イワキ」、レボフロキサシン錠500mg「イワキ」の添付文書を改訂いた
しました。

レボフロキサシン錠250mg｢イワキ｣ 
情報改訂添付文書

2019/9/24 レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 
レボフロキサシン錠250mg「イワキ」、レボフロキサシン錠500mg「イワキ」の添付文書を改訂いた
しました。

レボフロキサシン錠500mg｢イワキ｣ 
情報改訂添付文書

2019/9/4 医療用医薬品原薬原産国につきまして医薬品個別情報ページに収載を開始いたしました。 0 全体 ―

2019/8/5 ビホナゾール外用液1%「イワキ」
ビホナゾールクリーム1％「イワキ」、ビホナゾール外用液1％「イワキ」の添付文書を収載しまし
た。

ビホナゾール外用液1%「イワキ」
情報改訂添付文書

2019/8/5 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」
ビホナゾールクリーム1％「イワキ」、ビホナゾール外用液1％「イワキ」の添付文書を収載しまし
た。

ビホナゾールクリーム1%「イワキ」
情報改訂添付文書

2019/8/5 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」、ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」バラ錠
梱包サイズ変更のご案内

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」
流通 包装変更
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https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/cnotenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bvltenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bvotenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pvgtenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pvntenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pvstenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pvsosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pvnosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pvgosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/dfoosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/dfoosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/dfoosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/cnoosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/cnoosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/cnoosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bvoosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bvoosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/lvct5tosirase20200619.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/vatkanjaguide20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/vtoosirase20200507.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/coronataisaku.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/lvct5tosirase20200420.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/cmgeosirase20200415.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/gmoosirase20200413.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/gmotenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/vatguidancefukuyakusidou20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/vattenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/vatosirase20200331.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pvosirase20191223.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/dxoosirase20191223.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/dxoosirase20191223.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/dxoosirase20191223.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/cbpoosirase20191223.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/cbpoosirase20191223.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/lv500tosirase20190924.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/lv500tosirase20190924.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/lv500ttenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/lv500ttenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bfctenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bfctenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/ps25tosirase20190805.pdf


お知らせ文書一覧
更新日付 製品 概要 リンク 分類1 分類2

2019/8/5 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」、ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」バラ錠
梱包サイズ変更のご案内

ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」
流通 包装変更

2019/7/23 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」、ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」の添付
文書を収載しました。

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」
情報改訂添付文書

2019/7/23 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」、ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」の添付
文書を収載しました。

ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」
情報改訂添付文書

2019/7/23 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「イワキ」の添付文書を収載しました。 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 情報改訂添付文書
2019/7/12 リン酸コデイン散１％「イワキ」 コデインリン酸塩散1％の添付文書を改訂しました。 リン酸コデイン散１％「イワキ」 情報改訂添付文書
2019/7/12 リン酸コデイン散１％「イワキ」 コデインリン酸塩散1％の使用上の注意改訂文書を収載しました。 リン酸コデイン散１％「イワキ」 情報改訂使用上の注意改訂

2019/7/8 テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」 テビーナクリーム1％・テビーナ液1％・テビーナ錠125mgの販売名変更のご案内を収載しました。
テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」

流通 販売名変更

2019/7/8 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 テビーナクリーム1％・テビーナ液1％・テビーナ錠125mgの販売名変更のご案内を収載しました。
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」

流通 販売名変更

2019/7/8 テルビナフィン錠125mg「イワキ」 テビーナクリーム1％・テビーナ液1％・テビーナ錠125mgの販売名変更のご案内を収載しました。
テルビナフィン錠125mg「イワキ」

流通 販売名変更

2019/7/8 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 シンラック内用液0.75％・シンラック錠2.5・シンラック錠7.5の販売名変更のご案内を収載しました。
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」

流通 販売名変更

2019/7/8 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 シンラック内用液0.75％・シンラック錠2.5・シンラック錠7.5の販売名変更のご案内を収載しました。
ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」

流通 販売名変更

2019/7/8 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 シンラック内用液0.75％・シンラック錠2.5・シンラック錠7.5の販売名変更のご案内を収載しました。
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」

流通 販売名変更
2019/7/8 ビホナゾール外用液1%「イワキ」 ビクロノールクリーム1％、ビクロノール外用液1％販売名変更のご案内を収載しました。 ビホナゾール外用液1%「イワキ」 流通 販売名変更
2019/7/8 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 ビクロノールクリーム1％、ビクロノール外用液1％販売名変更のご案内を収載しました。 ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 流通 販売名変更

2019/6/24 スピラゾン軟膏0.3% スピラゾン軟膏0.3％　包装変更のお知らせ文書を収載しました。 スピラゾン軟膏0.3% 流通 包装変更
2019/6/17 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 ニトラゼン軟膏2％、ニトラゼンローション2％の製品名変更案内を収載しました。 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 流通 販売名変更
2019/6/17 ケトコナゾールローション2%「イワキ」 ニトラゼン軟膏2％、ニトラゼンローション2％の製品名変更案内を収載しました。 ケトコナゾールローション2%「イワキ」 流通 販売名変更

2019/6/17 ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」
ケトコナゾールクリーム2％「イワキ」、ケトコナゾールローション2％「イワキ」の添付文書を収載し
ました。

ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」
情報改訂添付文書

2019/6/17 ケトコナゾールローション2%「イワキ」
ケトコナゾールクリーム2％「イワキ」、ケトコナゾールローション2％「イワキ」の添付文書を収載し
ました。

ケトコナゾールローション2%「イワキ」
情報改訂添付文書

2019/6/14 アダパレンゲル0.1%「イワキ」 アダパレンゲル0.1％「イワキ」の添付文書を収載しました。 アダパレンゲル0.1%「イワキ」 情報改訂添付文書
2019/6/14 アダパレンゲル0.1%「イワキ」 アダパレンゲル0.1％「イワキ」新発売のご案内を収載しました。 アダパレンゲル0.1%「イワキ」 流通 新発売
2019/6/3 クリストファン注 クリストファン注20ｍＬ×50Ａ　包装変更のご案内を収載しました。 クリストファン注 流通 包装変更

2019/5/22 スピラゾン軟膏0.3% デルモゾール軟膏0.12％500ｇ スピラゾン軟膏0.3％500ｇ 包装変更のご案内を収載しました。 スピラゾン軟膏0.3% 流通 包装変更
2019/5/22 キョウミノチン静注PL キョウミノチン静注PL 20ｍL×50A　内袋（パウチ）変更のご案内を収載しました。 キョウミノチン静注PL 流通 包装変更
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https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/ps25tosirase20190805.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/ps25ttenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/ps25ttenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/psstenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pcptenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pcposirase20190712.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/tfcosirase20190708.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/tfcosirase20190708.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/tfcosirase20190708.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pssosirase20190708.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pssosirase20190708.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/pssosirase20190708.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bfcosirase20190708.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/bfcosirase20190708.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/szoosirase20190624.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/kzcosirase20190617.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/kzcosirase20190617.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/kzctenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/kzltenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/apgetenpu20210601.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/apgeosirase20190614.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/crosirase20190613.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/szoosirase20190522.pdf
https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/kyoosirase20190522.pdf
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