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医薬品の販売名変更について

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室
（内線７０８３）

医薬品の販売名変更について
下記の医薬品の販売名が変更になりますので、ご案内致します。今回の販売名変更は、
医療事故防止を目的として、剤型や規格等が追加あるいは変更されるものです。
これに伴いまして、当院の処方・注射オーダリングの表示名称も同様に変更致します。
すべて自動的に更新しますのでオーダ入力時の変更等は必要ありませんが、名称変更の際
はご留意下さい。
オーダリングの名称変更は、各医薬品が新製品へ移行する毎に随時実施（ただし、院外
専用薬品については 9 月 1 日までに全て変更）しますので、よろしくお願い致します。
剤型

内用

旧薬品名

新薬品名

区分

アドソルビン

アドソルビン原末

アルサルミン細粒

アルサルミン細粒 90%

アルサルミン液

アルサルミン内用液 10%

イスコチン末 100%

イスコチン原末



イソプリノシン錠

イソプリノシン錠 400mg



ウルグートカプセル

ウルグートカプセル 200mg



エンテロノン－R

エンテロノン－R 散

オダイン錠

オダイン錠 125mg



カリメートドライシロップ

カリメートドライシロップ 92.59%



キプレスチュアブル錠 5

キプレスチュアブル錠 5mg



キプレス錠 10

キプレス錠 10mg



キモタブ

キモタブ錠



グルコンサン K 細粒

グルコンサン K 細粒 4mEq/g

グルタチオン錠

グルタチオン錠 100mg「PH」



コートリル錠

コートリル錠 10mg



ザロンチンシロップ

ザロンチンシロップ 5%



サワシリンカプセル

サワシリンカプセル 250



サワシリン細粒

サワシリン細粒 10%

シングレアチュアブル錠 5

シングレアチュアブル錠 5mg

シングレア錠 10

シングレア錠 10mg

ズファジラン錠

ズファジラン錠 10mg

スローケー

スローケー錠 600mg

ゼスランシロップ

ゼスラン小児用シロップ 0.03%

セファドール錠

セファドール錠 25mg

タリオン錠 10

タリオン錠 10mg



タリビッド錠

タリビッド錠 100mg



デカドロン錠

デカドロン錠 0.5mg

デカドロンエリキシル

デカドロンエリキシル 0.01%

テシプール錠

テシプール錠 1mg

トランサミンカプセル

トランサミンカプセル 250mg

赤字：追加部分

青字：削除部分

区分：未記載＝院内採用

－1－



＝緊急購入





＝院外専用

剤型

内用

外用

旧薬品名

新薬品名

区分

トレーラン G75

トレーラン G 液 75g

ニコチン酸アミド散ゾンネ

ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」

ニフレック

ニフレック内用

乳酸カルシウム「ヨシダ」

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」

ノイロトロピン錠

ノイロトロピン錠 4 単位

パセトシンカプセル

パセトシンカプセル 125

パセトシンカプセル

パセトシンカプセル 250

パセトシン細粒

パセトシン細粒 10%

ピラマイド

ピラマイド原末

フラジール内服錠

フラジール内服錠 250mg



プラノバール

プラノバール配合錠



プロタノール S 錠

プロタノール S 錠 15mg



ブロチン液

ブロチン液 3.3%

フロリードゲル経口用

フロリードゲル経口用 2%

フロリネフ錠

フロリネフ錠 0.1mg

ベスタチン 30 カプセル

ベスタチンカプセル 30mg

ポリフル細粒

ポリフル細粒 83.3%

ボルタレン錠

ボルタレン錠 25mg

ボルタレン SR カプセル

ボルタレン SR カプセル 37.5mg

ポンタール散

ポンタール散 50%



ポンタール細粒

ポンタール細粒 98.5%



ポンタールシロップ

ポンタールシロップ 3.25%

マイテラーゼ

マイテラーゼ錠 10mg

ミノマイシン顆粒

ミノマイシン顆粒 2%

ムコダイン DS

ムコダイン DS 33.3%

ムコダイン細粒

ムコダイン細粒 50%



メレックス細粒

メレックス細粒 0.1%



ラクツロース・シラップ「コーワ」

ラクツロース・シラップ 60%「コーワ」

ランツジールコーワ錠

ランツジールコーワ錠 30mg



ランドセン細粒 0.5

ランドセン細粒 0.5%



リン酸水素カルシウム「ヨシダ」

リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」

ワイテンス錠

ワイテンス錠 2mg

アクトシン軟膏

アクトシン軟膏 3%

アクロマイシン軟膏

アクロマイシン軟膏 3%

アクロマイシントローチ

アクロマイシントローチ 15mg

産婦人科用イソジンクリーム

産婦人科用イソジンクリーム 5%

イソジンゲル

イソジンゲル 10%

イソジンスクラブ

イソジンスクラブ液 7.5%



イドメシンコーワクリーム

イドメシンコーワクリーム 1%



イドメシンコーワゲル

イドメシンコーワゲル 1%



膀注用イムシスト

イムシスト膀注用 81mg

インサイドパップ

インサイドパップ 70mg

赤字：追加部分

青字：削除部分

区分：未記載＝院内採用
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＝緊急購入




＝院外専用

剤型

外用

旧薬品名

新薬品名

区分

インテバン軟膏

インテバン軟膏 1%



インテバンクリーム

インテバンクリーム 1%

インテバン外用液

インテバン外用液 1%

オルセノン軟膏

オルセノン軟膏 0.25%

カデックス

カデックス外用散 0.9%



スミルテープ

スミルテープ 35mg



スレンダム軟膏

スレンダム軟膏 1%



セルタッチ

セルタッチパップ 70

タリビッド耳科用液

タリビッド耳科用液 0.3%

デスパコーワ

デスパコーワ口腔用クリーム

テレミンソフト坐薬 1 号

テレミンソフト坐薬 2mg

テレミンソフト坐薬 3 号

テレミンソフト坐薬 10mg

トパルジック軟膏

トパルジック軟膏 1%



トプシム軟膏

トプシム軟膏 0.05%



トプシムクリーム

トプシムクリーム 0.05%

トプシムローション

トプシムローション 0.05%

トプシム E クリーム

トプシム E クリーム 0.05%





2

ドレニゾンテープ

ドレニゾンテープ 4µg/cm

ナパゲルン軟膏

ナパゲルン軟膏 3%

ナパゲルンクリーム

ナパゲルンクリーム 3%

ナパゲルンローション

ナパゲルンローション 3%



ナボールパップ 140

ナボールパップ 140mg



ニトロールスプレー

ニトロールスプレー1.25mg



パニマイシン点眼液

パニマイシン点眼液 0.3%



ビーエスエスプラス

ビーエスエスプラス 500 眼灌流 0.0184%

ビスコート

ビスコート 0.5 眼粘弾剤

ビスダーム軟膏

ビスダーム軟膏 0.1%

ピバレフリン 0.04%

ピバレフリン点眼液 0.04%

ピバレフリン 0.1%

ピバレフリン点眼液 0.1%

フラジール膣錠

フラジール膣錠 250mg

フラビタン眼軟膏

フラビタン眼軟膏 0.1%

フルコート軟膏

フルコート軟膏 0.025%

フルメトロン 0.02

フルメトロン点眼液 0.02%

フルメトロン 0.1

フルメトロン点眼液 0.1%

フロジン液

フロジン外用液 5%

ブロナック点眼液

ブロナック点眼液 0.1%



ベシカムクリーム

ベシカムクリーム 5%



ペンレス

ペンレステープ 18mg

ボアラ軟膏

ボアラ軟膏 0.12%



ボルタレンゲル

ボルタレンゲル 1%



ボルタレンテープ

ボルタレンテープ 15mg

ボルタレンテープ L

ボルタレンテープ 30mg

赤字：追加部分

青字：削除部分

区分：未記載＝院内採用
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＝院外専用

剤型

外用

注射

旧薬品名

新薬品名

区分

ミルタックス

ミルタックスパップ 30mg

メサデルム軟膏

メサデルム軟膏 0.1%

メサデルムクリーム

メサデルムクリーム 0.1%

メサデルムローション

メサデルムローション 0.1%

メンタックスクリーム

メンタックスクリーム 1%

メンタックス液

メンタックス外用液 1%



メンタックススプレー

メンタックススプレー 1%



モーラステープ

モーラステープ 20mg



モーラステープ L

モーラステープ L 40mg



ラクティオンパップ

ラクティオンパップ 70mg



リフラップ軟膏

リフラップ軟膏 5%



レスタミンコーワ軟膏

レスタミンコーワクリーム 1%

アイソボリン注 25mg

アイソボリン点滴静注用 25mg

アイソボリン注 100mg

アイソボリン点滴静注用 100mg

アナフラニール注射液

アナフラニール点滴静注液 25mg

アミカリック

アミカリック輸液

アミノレバン

アミノレバン点滴静注

アミパレン

アミパレン輸液

アルギメート

アルギメート点滴静注 10%

アンチレクス

アンチレクス静注 10mg

インジゴカルミン注第一

インジゴカルミン静注 20mg「第一三共」

イントラリポス 20%

イントラリポス輸液 20%

AK－ソリタ・DL

AK－ソリタ透析剤・DL

HMG フジセイヤク

HMG 筋注用 150 単位「F」

オビソート注射用

オビソート注射用 0.1g

オムニスキャンシリンジ

オムニスキャン静注 32%シリンジ 15mL

キシロカインポリアンプ 0.5%

キシロカイン注ポリアンプ 0.5%

キシロカインポリアンプ 1%

キシロカイン注ポリアンプ 1%

キシロカインポリアンプ 2%

キシロカイン注ポリアンプ 2%

キドミン

キドミン輸液

クリアクター注 80 万

クリアクター静注用 80 万

コスメゲン

コスメゲン静注用 0.5mg



コホリン

コホリン静注用 7.5mg



コンクライト－Na

コンクライト Na 液 2.5mEq/mL

コンクライト－Mg

コンクライト Mg 液 1mEq/mL

ジアグノグリーン注

ジアグノグリーン注射用 25mg

ソナゾイド注射用

ソナゾイド注射用 16µL

ソニフィラン

ソニフィラン筋注 20mg

ソリタ－T1 号

ソリタ－T1 号輸液

ソリタ－T2 号

ソリタ－T2 号輸液

ソリタ－T3 号

ソリタ－T3 号輸液

ソリタ－T3 号 G

ソリタ－T3 号 G 輸液

赤字：追加部分

青字：削除部分

区分：未記載＝院内採用
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＝院外専用

剤型

旧薬品名

新薬品名

区分

ソリタ－T4 号

ソリタ－T4 号輸液

ソリタックス－H

ソリタックス－H 輸液

ソル・コーテフ

ソル・コーテフ注射用 100mg

ソル・コーテフ 250

ソル・コーテフ静注用 250mg

ソル・メドロール 40

ソル・メドロール静注用 40mg

ソル・メドロール 125

ソル・メドロール静注用 125mg

ソル・メドロール 500

ソル・メドロール静注用 500mg

タンボコール注 50mg

タンボコール静注 50mg

チエナム点滴用

チエナム点滴静注用 0.5g

ネオパレン 1 号

ネオパレン 1 号輸液

ネオパレン 2 号

ネオパレン 2 号輸液

ノルアドリナリン

ノルアドリナリン注 1mg

ハイカリック RF

ハイカリック RF 輸液

ハイソルブ－D

ハイソルブ透析剤・D

バイフィル－S

バイフィル透析剤



バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液 1.39%



バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液
注射 ピーエヌツイン－1 号



ピーエヌツイン－1 号輸液

ピーエヌツイン－2 号

ピーエヌツイン－2 号輸液

ピーエヌツイン－3 号

ピーエヌツイン－3 号輸液

ビカーボン注

ビカーボン輸液

ビーフリード点滴静注用

ビーフリード輸液

フレスミン S 注射液

フレスミン S 注射液 1000µg

ヘパリンナトリウム注 N「味の素」

ヘパリンナトリウム注 N 5 千単位/5mL「味の素」

ポタコール R

ポタコール R 輸液

マイロターグ注射用 5mg

マイロターグ点滴静注用 5mg

点滴静注用ミノマイシン

ミノマイシン点滴静注用 100mg

メイロン

メイロン静注 7%

メイロン

メイロン静注 7%

メソトレキセート注射液 200mg

メソトレキセート点滴静注液 200mg

メロペン点滴用 0.5g

メロペン点滴用バイアル 0.5g

モリヘパミン

モリヘパミン点滴静注

硫酸カナマイシン注射液明治

硫酸カナマイシン注射液 1000mg「明治」

赤字：追加部分

青字：削除部分

区分：未記載＝院内採用
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＝緊急購入







＝院外専用

