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識別コード一覧表
識 別 コ ー ド 等

剤　　　形 色 製　　　品　　　名
薬物本体 包装材料

DK/025 DK025 素　　錠 白 ブロモクリプチン錠2.5mg「フソー」

DK026 DK026 素　　錠 うす紅 ドパコール配合錠L100

DK/403 DK403 素　　錠 白 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フソー」

DK/404 DK404 素　　錠 うすい桃 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」

DK/421 DK421 素　　錠 うす紅 ドパコール配合錠L50

DK/502 DK502 素　　錠 うすい桃 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「フソー」

FS/2 FS2 素　　錠 白〜微黄白 アムロジピンOD錠2.5mg「フソー」

FS/5 FS5 素　　錠 白〜微黄白 アムロジピンOD錠5mg「フソー」

FS/10 FS10 素　　錠 白〜微黄白 アムロジピンOD錠10mg「フソー」

FS15 FS15 硬カプセル 淡橙/ベージュ コタロー黄連解毒湯エキスカプセル

FS113 FS113 硬カプセル 赤橙/ベージュ コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル

FS127 FS127 硬カプセル 橙/ベージュ コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル

FS−B04 散　　剤 白 ビオチン散0.2％「フソー」

FS/C03 FS−C03 素　　錠 淡　緑 セルニルトン錠

FS/C16 FS−C16 素　　錠 白 プラバスタチンNa錠5mg「フソー」

FS/C17 FS−C17 素　　錠 微　紅 プラバスタチンNa錠10mg「フソー」

FS/D10 FS−D10 素　　錠 白 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」

FS−D13 軟カプセル 無〜淡黄褐 デュタステリドカプセル0.5mgAV「フソー」

FS−E12 軟カプセル 褐 アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」

FS−E13 軟カプセル 淡　褐 アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」

FS−E14 軟カプセル 淡黄褐 アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」

FS−E15 軟カプセル 淡　黄 イコサペント酸エチルカプセル300mg「フソー」

FS−F01 散　　剤 類　黄 FK配合散

FS/G05 FS−G05 素　　錠 白 ジメチコン錠40mg「フソー」

FS−H08 素　　錠 白 ヘモリンガル舌下錠0.18mg

FS−K09 末 微黄白〜淡黄 ポリスチレンスルホン酸Ca「フソー」原末

FS−K14 末 黄　褐 ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末

FS−L06 顆 粒 剤 白〜微帯黄白 炭酸ランタン顆粒分包250mg「フソー」

FS−L07 顆 粒 剤 白〜微帯黄白 炭酸ランタン顆粒分包500mg「フソー」

FS/L1 FS−L1 フィルムコーティング錠 白 レボカルニチン塩化物錠100mg「フソー」

FS/L2 FS−L2 フィルムコーティング錠 白 レボカルニチン塩化物錠300mg「フソー」

M/505 M 505 素　　錠 白 カルタン錠500

（薬物本体の識別コードが上下に分かれている場合は「/」で区切って表示した ）
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識 別 コ ー ド 等
剤　　　形 色 製　　　品　　　名

薬物本体 包装材料

M/507 M 507 素　　錠 白 カルタンOD錠500mg

M 560 細　　粒 白 カルタン細粒83％

MH 839 MH 839 硬カプセル 白/白 球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」

MH 840 細　　粒 黒 球形吸着炭細粒「マイラン」

Mt/5 Mt 5 素　　錠 白 ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」

Mt/10 Mt 10 素　　錠 白 ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」

S1 S1 フィルムコーティング錠 白 アムロジピン錠2.5mg「フソー」

S/2 S2 フィルムコーティング錠 白 アムロジピン錠5mg「フソー」

S/3 S3 フィルムコーティング錠 白 アムロジピン錠10mg「フソー」

SE−SY SE−SY 糖 衣 錠 暗赤褐 センノシド錠12mg「セイコー」

SK18 フィルムコーティング錠 淡橙黄 タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」

SK19 フィルムコーティング錠 白 タダラフィル錠5mgZA「フソー」

SW/422 SW−422 フィルムコーティング錠 白〜帯黄白 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」

TBP/262 TBP262 素　　錠 白 ファモチジンOD錠10mg「TBP｣

TBP/263 TBP263 素　　錠 白 ファモチジンOD錠20mg「TBP｣

TBP/272 TBP272 フィルムコーティング錠 白〜微黄白 ファモチジン錠10mg「TBP｣

TBP/273 TBP273 フィルムコーティング錠 白〜微黄白 ファモチジン錠20mg「TBP｣

TH/711 TH711 フィルムコーティング錠 白 エパルレスタット錠50mg「フソー｣
ナフトピジル OD
フソー25 素　　錠 白 ナフトピジルOD錠25mg「フソー」
ナフトピジル OD
フソー50 素　　錠 白 ナフトピジルOD錠50mg「フソー」
ナフトピジル OD
フソー75 素　　錠 白 ナフトピジルOD錠75mg「フソー」
ナルフラフィン
OD2.5フソー

ナルフラフィン
OD2.5フソー フィルムコーティング錠 やわらかい紫み

の赤〜くすんだ赤 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」
ランタン250
フソー 素　　錠 白〜灰白 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
ランタン500
フソー 素　　錠 白〜灰白 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」
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