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承認/薬価基準収載情報・コード一覧

インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL

インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL

製品資料

添付文書 （456KB）

インタビューフォーム （562KB）

相互作用

配合変化表

よくある質問(Q&A)

患者指導用資材

製剤写真 （93KB）

ロゴ （39KB）

製品に関するお知らせ

『使用上の注意』改訂･解説 等（再審査･再評価結果/適正使用のお願い/投薬期間制限解除 等）

包装変更その他（新発売/販売中止/販売名変更/その他 のお知らせ）

製品情報

製品一覧

販売中止品・予定一覧

コード一覧

インフルエンザHAワクチン
「北里第一三共」1mL

製品詳細

製品に関するお知らせ

この製品について

承認/薬価基準収載情報

製品コード

ホーム  製品情報  インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL

医師・薬剤師・看護師 医療関係者の皆さまのための医薬品情報 第一三共 Medical Library

2013.07.10 インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL／シリンジ0.5mL 接

種上の注意改訂のお知らせ  （774KB）

2012.07.11 インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL／シリンジ0.5mL 接

種上の注意改訂のお知らせ  （793KB）

2014.09.01 インフルエンザHAワクチン他（ワクチン製品） 確認シールおよび個装

箱仕様変更のご案内  （1,592KB）

インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL
製品情報

－
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この製品について

接種不適当者
(予防接種を受けることが適当でない者)

被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種を行ってはならない。

(1)明らかな発熱を呈している者

(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

(3)本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

(4)上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

効能・効果

本剤は、インフルエンザの予防に使用する。

用法・用量

1歳以上3歳未満のものには0.25mLを皮下に、3歳以上13歳未満のものには0.5mLを皮下におよそ2～4週

間の間隔をおいて2回注射する。13歳以上のものについては、0.5mLを皮下に、1回又はおよそ1～4週間の

間隔をおいて2回注射する。

薬効分類名 ウイルスワクチン類

一般名 －

pH 6.8～8.0

浸透圧比

(生理食塩液対比)
約1

取り扱い上の注意事項

規制区分 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品

貯法 しゃ光保存、冷所保存（10 ℃以下に凍結を避けて保存）

使用期限（有効期間） 1年

備考

2013.07.25 インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL 個装箱デザイン等変

更のご案内  （330KB）

2012.06.28 インフルエンザHAワクチン 販売名変更のご案内  （252KB）

https://www.medicallibrary-dsc.info/announce/other/2013/pdf/1307pack_ifv_inj1.pdf
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PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

承認/薬価基準収載情報

承認年月 1986.02.28

承認番号 22400AMX00691

薬価基準収載年月日 －

薬価 -

発売年月日 1986.10

再審査結果通知年月日 再審査期間中（小児：1歳以上13歳未満）

再評価結果通知年月日 －

製品コード

規格単位

薬価基準収載

医薬品コード
-

レセプト電算

処理コード

日本標準商品

分類番号
876313

識別コード
－

包装容量［瓶入1mL2本］

JANコード 4987081112111 統一商品コード

081112111

販売包装

単位コード

14987081112118 調剤包装

単位コード

04987081704934

元梱包装

単位コード
24987081112115

HOTコード

（13桁）
1820201030104

コード一覧

すべての製品のコード一覧をダウンロードしてご利用いただけます。

http://get.adobe.com/jp/reader/
https://www.medicallibrary-dsc.info/di/code/index.php
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Adobe Readerはアドビシステムズ社 より無償配布されています。

承認/薬価基準収載情報・コード一覧

ワクチンのお問い合わせ

製品情報

製品一覧

販売中止品・予定一覧

コード一覧

よくある質問(Q&A)

お知らせ

緊急安全性情報／回収情報 等一覧

『使用上の注意』改訂・解説 等（再審

査・再評価結／適正使用のお願い／

投薬期間制限解除 等）一覧

包装変更／その他（新発売／販売中

止／販売名変更／その他）一覧

安全性情報

ランマーク

プラリア

リクシアナ

エフィエント

カナグル

トポテシン

イナビル

スロンノン

お役立ち情報

患者指導用資材

情報誌紹介

第一三共TV

シンポジウム／セミナー

新規会員登録

お問い合わせ

個人情報お取扱いについて

プライバシーポリシー

ソーシャルメディア・ポリシー

ご利用条件
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