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拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
 平素は、弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、弊社にて製造販売いたしております下記品目につきまして、平成 12 年 9 月 19 日付医薬発

第 935 号「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取り扱いについて」の通知等

に基づき、販売名を変更することとなりました。 
 これに伴い、ＪＡＮコード・医薬品コードも変更となります。 
 各製品の変更時期等は随時ご連絡致します。 
 尚、新販売名の薬価収載日は平成 21 年 9 月 25 日、旧販売名の薬価は今後、経過措置に移行し措

置期限は平成 22 年 6 月 30 日までになります。 
 今後とも引き続き弊社製品のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 
 

記 
 

〈製 品 名〉 
・ アスデュフェ錠 200mg 
・ ウィットコップ懸濁内服用 
・ 健胃錠 
・ コベニール顆粒 
・ ドラマミン 
・ ピエテネール錠 
・ ピヨコール錠 
・ プロゴーギュ D 錠 20mg 
・ メシル酸ドキサゾシン錠 YD1mg 
・ メシル酸ドキサゾシン錠 YD2mg 
・ ヨウアジール 
・ ヨウアネート顆粒 
・ ヨウズレン S 顆粒 
・ ヨウファナート｢カプセル｣ 
・ ヨウマチール｢カプセル｣ 
・ ヨウラーゼ E 顆粒 
・ インドメタシンパップ｢YD｣ 
・ ヨウズレン G 顆粒 
・ レンチェンス液 
・ レンチェンスクリーム 

 
※ 詳細については別紙をご参照下さい。 

 
以上 

 
 

販売名変更のお知らせ 



（別紙） 
 新 旧 

販売名 ノルフロキサシン錠 200mg｢YD｣ アスデュフェ錠 200mg 
薬価基準収載 
医薬品コード 
(YJ コード) 

6241005F2018 
(6241005F2280) 

6241005F2018 
(6241005F2263) 

包装：JAN コード  PTP100 錠：4987476128819 
PTP1000 錠：4987476128826 

 PTP100 錠：4987476106237 
PTP1000 錠：4987476106213 

販売名 ウィットコップ懸濁用配合顆粒 ウィットコップ懸濁内服用 
薬価基準収載 
医薬品コード 2349101D1164 2349101D1091 

包装：JAN コード 
 SP1.2g×120 包：4987476128215
SP1.2g×1200 包：4987476128222
         B 500g：4987476128239

 SP1.2g×120 包：4987476148732
SP1.2g×1200 包：4987476148718
         B 500g：4987476148725

販売名 健胃配合錠｢YD｣ 健胃錠 
薬価基準収載 
医薬品コード 2339108F1101 2339108F1098 

包装：JAN コード B1000 錠：4987476135114 B1000 錠：4987476125344 
販売名 コベニール配合顆粒 コベニール顆粒 

薬価基準収載 
医薬品コード 3253003D1116 3253003D1086 

包装：JAN コード  SP4.74g×42 包：4987476135015
SP4.74g×210 包：4987476135022

 SP4.74g×42 包：4987476110319
SP4.74g×210 包：4987476110326

販売名 ドラマミン錠 50mg ドラマミン 
薬価基準収載 
医薬品コード 
(YJ コード) 

1331001F1010 
(1331001F1044) 

1331001F1010 
(1331001F1036) 

包装：JAN コード PTP100 錠：4987476128413 
  B 100 錠：4987476128420 

PTP100 錠：4987476114812 
  B 100 錠：4987476114829 

販売名 ピエテネール錠 100mg ピエテネール錠 
薬価基準収載 
医薬品コード 
(YJ コード) 

3399001F1015 
(3399001F1376) 

3399001F1015 
(3399001F1104) 

包装：JAN コード 
 PTP100 錠：4987476128710 
PTP1000 錠：4987476128727 
  B 1000 錠：4987476128734 

 PTP100 錠：4987476140378 
PTP1000 錠：4987476140347 
  B 1000 錠：4987476140330 

販売名 ピヨコール錠 250mg ピヨコール錠 
薬価基準収載 
医薬品コード 2189008F1422 2189008F1279 

包装：JAN コード  PTP100 錠：4987476127911 
PTP1000 錠：4987476127928 

 PTP100 錠：4987476142655 
PTP1000 錠：4987476142631 

販売名 ファモチジン OD 錠 20mg｢YD｣ プロゴーギュ D 錠 20mg 
薬価基準収載 
医薬品コード 2325003F4201 2325003F4104 

包装：JAN コード  PTP100 錠：4987476128314 
PTP1000 錠：4987476128321 

 PTP100 錠：4987476108811 
PTP1000 錠：4987476108828 

 
 
 
 
 



 新 旧 
販売名 ドキサゾシン錠 1mg｢YD｣ メシル酸ドキサゾシン錠 YD1mg 

薬価基準収載 
医薬品コード 2149026F2189 2149026F2138 

包装：JAN コード 
 PTP100 錠：4987476128512 
PTP1000 錠：4987476128529 
    B500 錠：4987476128536 

 PTP100 錠：4987476108217 
PTP1000 錠：4987476108224 
    B500 錠：4987476108231 

販売名 ドキサゾシン錠 2mg｢YD｣ メシル酸ドキサゾシン錠 YD2mg 
薬価基準収載 
医薬品コード 2149026F3185 2149026F3134 

包装：JAN コード 
 PTP100 錠：4987476128611 
PTP1000 錠：4987476128628 
    B500 錠：4987476128635 

 PTP100 錠：4987476108316 
PTP1000 錠：4987476108323 
    B500 錠：4987476108330 

販売名 ヨウアジール錠 10mg ヨウアジール 
薬価基準収載 
医薬品コード 2190005F1233 2190005F1187 

包装：JAN コード  PTP100 錠：4987476128017 
PTP1000 錠：4987476128024 

 PTP100 錠：4987476102352 
PTP1000 錠：4987476102314 

販売名 ヨウアネート顆粒 50％ ヨウアネート顆粒 
薬価基準収載 
医薬品コード 2329002D4299 2329002D4221 

包装：JAN コード B1000g：4987476127218 B1000g：4987476102819 
販売名 ヨウズレン S 配合顆粒 ヨウズレン S 顆粒 

薬価基準収載 
医薬品コード 2329122D1449 2329122D1317 

包装：JAN コード B1000g：4987476134919 B1000g：4987476103519 
販売名 ヨウファナートカプセル 50mg ヨウファナート「カプセル」 

薬価基準収載 
医薬品コード 2329006M1360 2329006M1336 

包装：JAN コード  PTP100 カプセル：4987476127416
PTP1000カプセル：4987476127423

 PTP100 カプセル：4987476101089
PTP1000カプセル：4987476101072

販売名 ヨウマチールカプセル 50mg ヨウマチール「カプセル」 
薬価基準収載 
医薬品コード 2329009M1429 2329009M1330 

包装：JAN コード  PTP100 カプセル：4987476127515
PTP1000カプセル：4987476127522

 PTP100 カプセル：4987476101669
PTP1000カプセル：4987476101614

販売名 ヨウラーゼ E 配合顆粒 ヨウラーゼ E 顆粒 
薬価基準収載 
医薬品コード 2339225D1048 2339225D1030 

包装：JAN コード B1000g：4987476128918 B1000g：4987476103212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 新 旧 
販売名 インドメタシンパップ 70mg｢YD｣ インドメタシンパップ｢YD｣ 

薬価基準収載 
医薬品コード 2649719S1304 2649719S1177 

包装：JAN コード  70 枚(7 枚×10)：4987476127812
560 枚(7 枚×80)：4987476127829

 70 枚(7 枚×10)：4987476109429
560 枚(7 枚×80)：4987476109412

販売名 水溶性アズレン含嗽用顆粒 0.4%｢YD｣ ヨウズレン G 顆粒 
薬価基準収載 
医薬品コード 2260700C1130 2260700C1068 

包装：JAN コード SP1.5g×1200 包：4987476128116 SP1.5g×1200 包：4987476102512
販売名 レンチェンス外用液 1% レンチェンス液 

薬価基準収載 
医薬品コード 2655708Q1187 2655708Q1063 

包装：JAN コード 20 本[10mL×20] ：4987476127713 20 本[10mL×20]：4987476148114
販売名 レンチェンスクリーム 1% レンチェンスクリーム 

薬価基準収載 
医薬品コード 2655708N1270 2655708N1091 

包装：JAN コード 20 本[10g×20]：4987476127614 20 本[10g×20]：4987476148213 
 
※ ｢薬価基準収載医薬品コード｣には、統一名収載の場合の YJ コード(個別コード)が記載してあります。 


