
平成 19 年 12 月吉日 
お得意様各位 
 

富山県富山市婦中町萩島 3697-8 
株 式 会 社  陽  進  堂 

営 業 本 部 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 19 年 12 月 21 日、旧販売名の薬価は今後、経過措置に移行し

措置期間は平成 20 年 8 月 31 日までの予定になりますので、ここにご案内申し上げます。 
 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〉 
・ アズレン錠「陽進」 
・ アンタゴスチンカプセル 
・ エスメラルダ錠 
・ 塩化リゾチームドライシロップ（陽進） 
・ 塩化リゾチーム顆粒「陽進」 
・ ガンマージャスト細粒 
・ トコニジャスト「カプセル」 
・ フェルフィシュ錠 
・ ヨウアチーム錠 90 
・ ヨウチアゼム錠 
・ ヨウジクス錠 

     ※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１） 
 旧 新 

販売名 アズレン錠｢陽進｣ 水溶性アズレン錠 2 ㎎｢YD｣ 
薬価基準収載医薬

品コード 2323001F1110 2323001F1233 

包装：JAN コード PTP   100 錠：4987476143478 
PTP1000 錠：4987476143416 

PTP   100 錠：4987476118810 
PTP1000 錠：4987476118827 

販売名 アンタゴスチンカプセル アンタゴスチンカプセル 50 ㎎ 
薬価基準収載医薬

品コード 2329012M1188 2329012M1285 

包装：JAN コード 
PTP   100 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476146554
PTP1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476146530
Ｂ    1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476146547

PTP   100 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476119817
PTP1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476119824
Ｂ    1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476119831

販売名 エスメラルダ錠 エスメラルダ錠 200 
薬価基準収載医薬

品コード 2325001F1084 2325001F1432 

包装：JAN コード 
PTP   100 錠：4987476140255 
PTP1000 錠：4987476140248 
Ｂ    1000 錠：4987476140231 

PTP   100 錠：4987476119619 
PTP1000 錠：4987476119626 
Ｂ    1000 錠：4987476119633 

販売名 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ(陽進） ﾘｿﾞﾁｰﾑ塩酸塩ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 10%｢YD｣

薬価基準収載医薬

品コード 3959001R3038 3959001R3046 

包装：JAN コード Ｂ    100g：4987476144468 
Ｂ    500g：4987476144444 

Ｂ    100g：4987476119213 
Ｂ    500g：4987476119220 

販売名 塩化リゾチーム顆粒｢陽進｣ リゾチーム塩酸塩顆粒 10%｢YD｣

薬価基準収載医薬

品コード(YJ ｺｰﾄﾞ) 
3959001D2018 

(3959001D2093) 
3959001D2018 

(3959001D2352) 

包装：JAN コード 
 0.9g×120 包：4987476133233
0.9g×1200 包：4987476133219
   Ｂ     1000g：4987476133226

 0.9g×120 包：4987476119114
0.9g×1200 包：4987476119121
   Ｂ     1000g：4987476119138

販売名 ガンマージャスト細粒 ガンマージャスト細粒 20% 
薬価基準収載医薬

品コード(YJ ｺｰﾄﾞ) 
2900002C1019 

(2900002C1108) 
2900002C1019 

(2900002C1175) 
包装：JAN コード    Ｂ     1000g：4987476131260    Ｂ     1000g：4987476119411

販売名 トコニジャスト「カプセル」 トコニジャストカプセル 200 ㎎

薬価基準収載医薬

品コード 2190006M2080 2190006M2209 

包装：JAN コード 
PTP   100 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476104912
PTP1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476103342
Ｂ    1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476103335

PTP   100 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476118711
PTP1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476118728
Ｂ    1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476118735

販売名 フェルフィシュ錠 フェルフィシュ錠 50 ㎎ 
薬価基準収載医薬

品コード(YJ ｺｰﾄﾞ) 
2123011F2011 

(2123011F2267) 
2123011F2011 

(2123011F2488) 

包装：JAN コード PTP    140 錠：4987476141030 
PTP1400 錠：4987476141016 

PTP    140 錠：4987476119312 
PTP1400 錠：4987476119329 

 



（別紙２） 
 旧 新 

販売名 ヨウアチーム錠９０ リゾチーム塩酸塩錠 90 ㎎｢YD｣ 
薬価基準収載医薬

品コード(YJ ｺｰﾄﾞ) 
3959001F5018 

(3959001F5255) 
3959001F5018 

(3959001F5336) 

包装：JAN コード PTP   100 錠：4987476122817 
PTP1000 錠：4987476121612 

PTP   100 錠：4987476119015 
PTP1000 錠：4987476119022 

販売名 ヨウジクス錠 ヨウジクス錠 250 
薬価基準収載医薬

品コード 6241001F1226 6241001F1269 

包装：JAN コード PTP   100 錠：4987476190649 
PTP1000 錠：4987476190687 

PTP   100 錠：4987476119510 
PTP1000 錠：4987476119527 

販売名 ヨウチアゼム錠 ヨウチアゼム錠 30 ㎎ 
薬価基準収載医薬

品コード 2171006F1194 2171006F1267 

包装：JAN コード 
PTP   100 錠：4987476102161 
PTP1000 錠：4987476102116 
Ｂ    1000 錠：4987476102130 

PTP   100 錠：4987476118919 
PTP1000 錠：4987476118926 
Ｂ    1000 錠：4987476118933 

 
※｢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。 


