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医薬品の販売名変更について
－代替新規品目等薬価収載分－

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

－代替新規品目等薬価収載分－

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。販売名変更品には、医療
事故防止対策の一環として剤型や規格等が追加される医薬品や、社名変更に伴い販売名が
変更になる医薬品等があります。
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変更（ただし、院外専用薬
品については 12 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。
赤字：追加部分 青字：削除部分 （区分：空白＝院内院外採用 ＝院外専用）

剤型

旧薬品名

新薬品名

区分

アーガメイトゼリー

アーガメイト 20%ゼリー25g

アズロキサ顆粒

アズロキサ顆粒 2.5%

アダプチノール

アダプチノール錠 5mg

アデロキザール散

アデロキザール散 7.8%

アミノレバン EN

アミノレバン EN 配合散

アミユー顆粒

アミユー配合顆粒



アルギ U 顆粒

アルギ U 配合顆粒



アルロイド G

アルロイド G 内用液 5%

アローゼン

アローゼン顆粒

安息香酸ナトリウムカフェイン

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」



ウラリット錠

ウラリット配合錠



ウラリット－U 散

ウラリット－U 配合散

S・M 散

S・M 配合散

SG 顆粒

SG 配合顆粒



エクセラーゼ錠

エクセラーゼ配合錠



エビプロスタット配合錠 SG



エプジコム錠

エプジコム配合錠



エレンタール

エレンタール配合内用剤

エレンタール P

エレンタール P 乳幼児用配合内用剤

オーグメンチン錠 250

オーグメンチン配合錠 250RS

ガスモチン散

ガスモチン散 1%



カフコデ N 錠

カフコデ N 配合錠



カレトラ錠

カレトラ配合錠

キモタブ錠

キモタブ配合錠



クエストラン

クエストラン粉末 44.4%



クリアミン A 錠

クリアミン配合錠 A1.0



クリアミン S 錠

クリアミン配合錠 S0.5



グリチロン錠

グリチロン配合錠

クレスチン

クレスチン細粒

クレメジンカプセル 200

クレメジンカプセル 200mg

クレメジン細粒

クレメジン細粒分包 2g

内用 エビプロスタット錠
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剤型

旧薬品名

新薬品名

区分

コランチル顆粒

コランチル配合顆粒

コンバントリン錠

コンバントリン錠 100mg



サーカネッテン錠

サーカネッテン配合錠



ジスロマック細粒小児用

ジスロマック細粒小児用 10%

シナール錠 200

シナール配合錠

シナール

シナール配合顆粒

スピロペント錠

スピロペント錠 10g

ゼスラン錠

ゼスラン錠 3mg

セレスタミン錠

セレスタミン配合錠

ソリタ－T 顆粒 3 号

ソリタ－T 配合顆粒 3 号

タフマック E カプセル

タフマック E 配合カプセル

炭カル錠(旭化成)

炭カル錠 500mg「旭化成」



チラーヂン S 散

チラーヂン S 散 0.01%



ツルバダ錠

ツルバダ配合錠



ティーエスワンカプセル 20

ティーエスワン配合カプセル T20

ティーエスワンカプセル 25

ティーエスワン配合カプセル T25

トラベルミン錠

トラベルミン配合錠

ニフラン錠

ニフラン錠 75mg

ニフレック内用

ニフレック配合内用剤

ネオドパストン錠 100mg

ネオドパストン配合錠 L100

ネオドパゾール錠

ネオドパゾール配合錠

内用 ネオメルク細粒 17%

シクロスポリン細粒 17%「マイラン」







ネオーラル内用液

ネオーラル内用液 10%

ノイロビタン錠

ノイロビタン配合錠

バクタ錠

バクタ配合錠

バクタ顆粒

バクタ配合顆粒

パナルジン錠

パナルジン錠 100mg

バファリン 81mg 錠

バファリン配合錠 A81

バファリン 330mg 錠

バファリン配合錠 A330

バレイショデンプン

バレイショデンプン原末「マルイシ」

膵外分泌機能検査用 PFD 内服液

膵外分泌機能検査用 PFD 内服液 500mg

PL 顆粒

PL 配合顆粒

幼児用 PL 顆粒

幼児用 PL 配合顆粒

ビオスリー錠

ビオスリー配合錠

ビオフェルミン R

ビオフェルミン R 散



ビクシリンカプセル

ビクシリンカプセル 250mg



ビクシリン S 錠

ビクシリン S 配合錠



ビジクリア錠

ビジクリア配合錠

ビタメジンカプセル 25

ビタメジン配合カプセル B25

ビタメジンカプセル 50

ビタメジン配合カプセル B50

ビタメジン散

ビタメジン配合散



ヒダントール F

ヒダントール F 配合錠



ビラセプト錠

ビラセプト錠 250mg
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剤型

旧薬品名

新薬品名

区分

ビルトリシド錠

ビルトリシド錠 600mg



フェナゾックスカプセル

フェナゾックスカプセル 50mg



雪印新フェニルアラニン除去ミルク

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」



フェルム・カプセル

フェルムカプセル 100mg



フェロ・グラデュメット

フェロ・グラデュメット錠 105mg



フェロベリン錠

フェロベリン配合錠



フスコデ錠

フスコデ配合錠



フスコデシロップ

フスコデ配合シロップ



プルゼニド錠

プルゼニド錠 12mg

プレミネント錠

プレミネント配合錠

ブロチン液 3.3%

ブロチンシロップ 3.3%

プロヘパール錠

プロヘパール配合錠

プロベラ

プロベラ錠 2.5mg



ベゲタミン錠－A

ベゲタミン－A 配合錠



ベナ錠

ベナ錠 10mg

ヘパン ED

ヘパン ED 配合内用剤

ベリチーム顆粒

ベリチーム配合顆粒

ペンタサ錠 250

ペンタサ錠 250mg

ペンタサ錠 500

ペンタサ錠 500mg

マーズレン－S 顆粒

マーズレン S 配合顆粒

マブリン散

マブリン散 1%

内用 マルファ液





マルファ配合内服液

マーロックス懸濁内服用

マーロックス懸濁用配合顆粒

ムコスタ錠 100

ムコスタ錠 100mg

ムコソルバン錠

ムコソルバン錠 15mg

ムコソルバン L カプセル

ムコソルバン L カプセル 45mg

ムコソルバン液

ムコソルバン内用液 0.75%



ムコソルバンシロップ

小児用ムコソルバンシロップ 0.3%



メジコンシロップ

メジコン配合シロップ



メネシット錠 100

メネシット配合錠 100

メルクメジンカプセル 200mg

球形吸着炭カプセル 200mg「マイラン」



メルクメジン細粒

球形吸着炭細粒「マイラン」



メンドン 7.5mg

メンドンカプセル 7.5mg



ユーエフティカプセル 100mg

ユーエフティ配合カプセル T100

ユーエフティ E 顆粒 20%

ユーエフティ E 配合顆粒 T100、T150、T200

ユナシン錠

ユナシン錠 375mg

ユナシン細粒小児用

ユナシン細粒小児用 10%



ラキソベロン錠

ラキソベロン錠 2.5mg



ラキソベロン液

ラキソベロン内用液 0.75%

ラコール

ラコール配合経腸用液

リカマイシン錠

リカマイシン錠 100mg



リタリン錠「チバ」

リタリン錠 10mg



1%リタリン散「チバ」

リタリン散 1%
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剤型

内用

外用

旧薬品名

新薬品名

区分

リーバクト顆粒

リーバクト配合顆粒

リファジンカプセル

リファジンカプセル 150mg

レダマイシンカプセル

レダマイシンカプセル 150mg



雪印新ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」



ロキソニン錠

ロキソニン錠 60mg

ロキソニン細粒

ロキソニン細粒 10%



ワッサーV 顆粒

ワッサーV 配合顆粒



ワンアルファ錠 0.25

ワンアルファ錠 0.25g



ワンアルファ錠 0.5

ワンアルファ錠 0.5g

ワンアルファ錠 1.0

ワンアルファ錠 1.0g

アドエア 50 エアー120 吸入用

アドエア 50 エアゾール 120 吸入用

アドエア 100 ディスカス

アドエア 100 ディスカス 60 吸入用

アドエア 250 ディスカス

アドエア 250 ディスカス 60 吸入用

アドエア 500 ディスカス

アドエア 500 ディスカス 60 吸入用

アフタッチ

アフタッチ口腔用貼付剤 25g

インタール吸入液

インタール吸入液 1%

SP トローチ明治

SP トローチ 0.25mg「明治」

エンペシド腟錠

エンペシド腟錠 100mg

エンペシドクリーム

エンペシドクリーム 1%

エンペシド液

エンペシド外用液 1%



0.025%オスバン

オスバン消毒液 0.025%



オスバン 10%消毒剤

オスバン消毒液 10%



キサラタン点眼液

キサラタン点眼液 0.005%

クロマイ腟錠

クロマイ腟錠 100mg

ザジテン点鼻液

ザジテン点鼻液 0.05%

サリベート

サリベートエアゾール

サルコート

サルコートカプセル外用 50g

サンピロ 0.5%

サンピロ点眼液 0.5%

サンピロ 1%

サンピロ点眼液 1%

サンピロ 2%

サンピロ点眼液 2%

サンピロ 3%

サンピロ点眼液 3%

サンピロ 4%

サンピロ点眼液 4%



スミルスチック

スミルスチック 3%



ソフラチュール

ソフラチュール貼付剤 10cm

ソフラチュール帯

ソフラチュール貼付剤 30cm

デスモプレシン点鼻液協和

デスモプレシン点鼻液 0.01%協和

テラジアパスタ

テラジアパスタ 5%

ドボネックス軟膏

ドボネックス軟膏 50g/g

ニトロダーム TTS

ニトロダーム TTS25mg

ネリゾナ軟膏

ネリゾナ軟膏 0.1%



ネリゾナクリーム

ネリゾナクリーム 0.1%



ネリゾナユニバーサルクリーム

ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%

－4－





剤型

旧薬品名

区分

ネリゾナソリューション

ネリゾナソリューション 0.1%



ビーソフテン軟膏

ビーソフテンクリーム 0.3%



ビーソフテンローション

ビーソフテンローション 0.3%



ピマリシン 5%点眼液「センジュ」

ピマリシン点眼液 5%「センジュ」



フエナゾール軟膏

フエナゾール軟膏 5%

フエナゾールクリーム

フエナゾールクリーム 5%



フェルデン軟膏

フェルデン軟膏 0.5%



フルタイド 50 エアー

フルタイド 50g エアゾール 120 吸入用

プロパデルム軟膏

プロパデルム軟膏 0.025%

プロパデルムクリーム

プロパデルムクリーム 0.025%

ブロメライン軟膏

ブロメライン軟膏 5 万単位/g

外用 ボチシート

注射

新薬品名

ボチシート 20%




マイコスポールクリーム

マイコスポールクリーム 1%

マイコスポール液

マイコスポール外用液 1%

マイザー軟膏

マイザー軟膏 0.05%

マイザークリーム

マイザークリーム 0.05%



ヤクバン 20

ヤクバンテープ 20mg



ヤクバン 40

ヤクバンテープ 40mg



リドメックスコーワ軟膏

リドメックスコーワ軟膏 0.3%



リドメックスコーワクリーム

リドメックスコーワクリーム 0.3%



リドメックスコーワローション

リドメックスコーワローション 0.3%

リノコートパウダースプレー鼻用

リノコートパウダースプレー鼻用 25g



レクトス 25

レクトス注腸軟膏 25mg



注射用グルカゴン G・ノボ

グルカゴン G ノボ注射用 1mg

グロウジェクト BC8mg

グロウジェクト BC 注射用 8mg



ジェノトロピン 5.3mg

ジェノトロピン TC 注用 5.3mg



ジェノトロピン注射用 12mg

ジェノトロピン TC 注用 12mg



スミフェロン 300

スミフェロン注バイアル 300 万 IU

スミフェロン DS300

スミフェロン注 DS300 万 IU



スミフェロン DS600

スミフェロン注 DS600 万 IU



ベタフェロン皮下注

ベタフェロン皮下注用 960 万国際単位



ミッドペリック L135

ミッドペリック L135 腹膜透析液



ミッドペリック L250

ミッドペリック L250 腹膜透析液
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