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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。これらの販売名変更は、
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。
つきましては、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 DO 処方時の再入力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 3 月 31 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

旧薬品名

新薬品名

区分

アレギサールドライシロップ

アレギサールドライシロップ 0.5%



アロテック錠

アロテック錠 10mg



イサロン錠

イサロン錠 100mg

エホチール錠

エホチール錠 5mg

ガストロゼピン錠

ガストロゼピン錠 25mg

カナマイシンカプセル明治

カナマイシンカプセル 250mg「明治」

カプトリル－R

カプトリル－R カプセル 18.75mg

ケルナックカプセル

ケルナックカプセル 80mg

サイクロセリンカプセル明治

サイクロセリンカプセル 250mg「明治」

サラゾピリン錠

サラゾピリン錠 500mg

シンレスタール錠

シンレスタール錠 250mg



タベジール

タベジール錠 1mg



チスタニン糖衣錠

チスタニン糖衣錠 100mg



D－ソルビトール液「コーワ」

D－ソルビトール内用液 75%「コーワ」

テオドール G 20%

テオドール顆粒 20%

内用 テルギン G ドライシロップ







テルギン G ドライシロップ 0.1%

ノイエルカプセル

ノイエルカプセル 200mg

バイカロン錠

バイカロン錠 25mg

バナン錠

バナン錠 100mg

バナンドライシロップ

バナンドライシロップ 5%

パーロデル 2.5mg

パーロデル錠 2.5mg

ヒスロン H200

ヒスロン H 錠 200mg

ビソルボン錠

ビソルボン錠 4mg

ビソルボン細粒

ビソルボン細粒 2%

ビソルボンシロップ

ビソルボンシロップ 0.08%

ファロムドライシロップ小児用

ファロムドライシロップ小児用 10%

ブスコパン錠

ブスコパン錠 10mg

ベネトリン錠 2

ベネトリン錠 2mg



ヘモクロン

ヘモクロンカプセル 200mg



ペルサンチン－L カプセル

ペルサンチン－L カプセル 150mg



マーズレン ES 錠

マーズレン配合錠 1.0ES



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

旧薬品名

区分

ムコサールドライシロップ

ムコサールドライシロップ 1.5%



メイアクト MS 小児用細粒

メイアクト MS 小児用細粒 10%



内用 メスチノン錠

メスチノン錠 60mg

レスタミンコーワ錠

レスタミンコーワ錠 10mg

ロイケリン散

ロイケリン散 10%

アスタット軟膏

アスタット軟膏 1%

アスタットクリーム

アスタットクリーム 1%



アスタット液

アスタット外用液 1%



アラセナ－A 軟膏

アラセナ－A 軟膏 3%

アルデシン AQ ネーザル

アルデシン AQ ネーザル 50µg

アンテベート軟膏

アンテベート軟膏 0.05%

アンテベートクリーム

アンテベートクリーム 0.05%

イソジンガーグル

イソジンガーグル液 7%

ガチフロ 0.3%点眼液

ガチフロ点眼液 0.3%

ゲーベンクリーム

ゲーベンクリーム 1%

ゲンタシン軟膏

ゲンタシン軟膏 0.1%

ゲンタシンクリーム

ゲンタシンクリーム 0.1%

コンベック軟膏

コンベック軟膏 5%



サラゾピリン坐剤

サラゾピリン坐剤 500mg



ジフラール軟膏

ジフラール軟膏 0.05%

外用 ジフラールクリーム

注射

新薬品名






ジフラールクリーム 0.05%

ステロネマ

ステロネマ注腸 3mg

デキサルチン軟膏(口腔用)

デキサルチン口腔用軟膏 1mg/g

トプシムスプレーL

トプシムスプレー0.0143%

ナシビン

ナシビン点鼻・点眼液 0.05%

ネオステリングリーン

ネオステリングリーンうがい液 0.2%

ビソルボン吸入液

ビソルボン吸入液 0.2%

ヒルドイド

ヒルドイドクリーム 0.3%

ヒルドイドローション

ヒルドイドローション 0.3%

ヒルドイドゲル

ヒルドイドゲル 0.3%

ヒルドイドソフト

ヒルドイドソフト軟膏 0.3%

プレグランディン腟坐剤

プレグランディン腟坐剤 1mg

ベネトリン吸入液

ベネトリン吸入液 0.5%

耳科用ホスミシン S

ホスミシン S 耳科用 3%

ロコイド軟膏

ロコイド軟膏 0.1%

ロコイドクリーム

ロコイドクリーム 0.1%

献血アルブミン－Wf

献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ベネシス」

アレルゲン治療エキス「トリイ」

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」

イダマイシン注

イダマイシン静注用 5mg

エホチール注射液

エホチール注 10mg

サブラッド－BS

サブラッド血液ろ過用補充液 BS

シムレクト注射用 20mg

シムレクト静注用 20mg

赤字：追加部分

青字：削除部分

（区分：未記載＝院内採用

－2－








＝緊急購入

＝院外専用）

剤型

注射

旧薬品名

新薬品名

区分

スパニジン注

スパニジン点滴静注用 100mg

ゾメタ注射液 4mg

ゾメタ点滴静注用 4mg

ソルダクトン 200mg

ソルダクトン静注用 200mg

テトカイン「杏林」20mg

テトカイン注用 20mg「杏林」

ドパストン注射液

ドパストン静注 50mg

ノボラピッド注 300

ノボラピッド注ペンフィル

ノボラピッド注 300 フレックスペン

ノボラピッド注フレックスペン

ノボラピッド 30 ミックス注

ノボラピッド 30 ミックス注ペンフィル

ハプトグロビン注－ヨシトミ

ハプトグロビン静注 2000 単位「ベネシス」

ビソルボン注射液

ビソルボン注 4mg

ヒューマカート R 注

ヒューマリン R 注カート

ヒューマカート R 注

ヒューマリン R 注キット

ヒューマカート N 注

ヒューマリン N 注カート



ヒューマカート N 注

ヒューマリン N 注キット



ヒューマカート 3/7 注

ヒューマリン 3/7 注カート



ヒューマカート 3/7 注

ヒューマリン 3/7 注キット



ヒューマトロープ C 6mg

ヒューマトロープ注射用 6mg



ヒューマトロープ C 12mg

ヒューマトロープ注射用 12mg



ヒューマリン R 注 U－100

ヒューマリン R 注 100 単位/mL

ヒューマリン N 注 U－100

ヒューマリン N 注 100 単位/mL



ヒューマログ注バイアル 100 単位/mL

ヒューマログ注 100 単位/mL



ブスコパン注射液

ブスコパン注 20mg

プロタノール－L 注

プロタノール－L 注 0.2mg

ペンフィル R 注 300

ペンフィル R 注



ペンフィル N 注 300

ペンフィル N 注



ペンフィル 30R 注 300

ペンフィル 30R 注

ペンフィル 50R 注 300

ペンフィル 50R 注

ホロサイル S 静注用

ホロサイル S 静注用 1g

ホロサイル S 静注用

ホロサイル S 静注用 2g

メキシチール注射液

メキシチール点滴静注 125mg

ランダ注

ランダ注 10mg/20mL

ランダ注

ランダ注 25mg/50mL

ランダ注

ランダ注 50mg/100mL

ランタス注カート 300

ランタス注カート



ランタス注バイアル 1000

ランタス注 100 単位/mL



レベミル注 300 フレックスペン

レベミル注フレックスペン

赤字：追加部分

青字：削除部分

（区分：未記載＝院内採用

－3－








＝緊急購入

＝院外専用）

