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販売名変更のお知らせ

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 6 月 15 日、旧販売名の薬価措置期間は平成 20 年 3 月 31
日になりますので、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
・エフビタジャスト
・コウラセシール錠
・ヨウキサミン錠
・トリクロルメチアジド錠(陽進）
・ポエルテンカプセル
・ヨウフェナム錠

・カルバジャスト
・ゼグミューラー錠
・トラネキサム酸錠（陽進）
・プレドニゾロン錠「ヨウシン」
・ヨウフェナム「カプセル」

※ 詳細については別紙をご参照下さい。

追記：新商品への切替完了は、平成 19 年 10 月下旬頃を予定しております。
変更開始ロット：YBF-1 より順次移行致します。
以上

（別紙１）
販売名

旧
エフビタジャスト

新
エフビタジャスト腸溶錠 15 ㎎

薬価基準収載医薬品コード

3131001Ｆ3134

3131001Ｆ3223

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476131864
PTP1000 錠：4987476131819

PTP 100 錠：4987476112917
PTP1000 錠：4987476112924

旧
カルバジャスト
3321002Ｆ2170

新
カルバジャスト錠 30 ㎎
3321002Ｆ2382

PTP 100 錠：4987476132267
PTP1000 錠：4987476132212

PTP 100 錠：4987476113112
PTP1000 錠：4987476113129

旧
コウラセシール錠
2123014Ｆ2112
PTP 100 錠：4987476146448
PTP1000 錠：4987476146431

新
コウラセシール錠 10 ㎎
2123014Ｆ2171
PTP 100 錠：4987476113211
PTP1000 錠：4987476113228

販売名

旧
ゼグミューラー錠

新
ゼグミューラー錠 40 ㎎

薬価基準収載医薬品コード

2149010Ｆ2056

2149010Ｆ2200

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476103960
PTP1000 錠：4987476103953

PTP 100 錠：4987476113013
PTP1000 錠：4987476113020

販売名

旧
ヨウキサミン錠

新
トラネキサム酸錠 250 ㎎「YD」

薬価基準収載医薬品コード

3327002Ｆ1126

3327002Ｆ1169

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476190069
PTP1000 錠：4987476190014
Ｂ 1000 錠：4987476190021

PTP 100 錠：4987476113310
PTP1000 錠：4987476113327
Ｂ 1000 錠：4987476113334

販売名

旧
トラネキサム酸錠（陽進）

新
トラネキサム酸錠 500 ㎎「YD」

薬価基準収載医薬品コード

3327002Ｆ2033

3327002Ｆ2050

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476143942
PTP1000 錠：4987476143935

PTP 100 錠：4987476112511
PTP1000 錠：4987476112528

販売名
薬価基準収載医薬品コード
包装：JAN コード

販売名
薬価基準収載医薬品コード
包装：JAN コード

販売名

旧
新
トリクロルメチアジド錠（陽進） トリクロルメチアジド錠 2 ㎎「YD」

薬価基準収載医薬品コード

2132003Ｆ1222

2132003Ｆ1320

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476144550
PTP1000 錠：4987476144512

PTP 100 錠：4987476113419
PTP1000 錠：4987476113426

（別紙２）
旧
プレドニゾロン錠「ヨウシン」

新
プレドニゾロン錠 5 ㎎「YD」

薬価基準収載医薬品コード

2456001Ｆ1019
（2456001Ｆ1264）

2456001Ｆ1019
（2456001Ｆ1418）

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476131994
PTP1000 錠：4987476131987

PTP 100 錠：4987476112412
PTP1000 錠：4987476112429

旧
ポエルテンカプセル

新
ポエルテンカプセル 100 ㎎

2129003Ｍ2010
（2129003Ｍ2060）

2129003Ｍ2010
（2129003Ｍ2168）

販売名

販売名
薬価基準収載医薬品コード
包装：JAN コード

販売名
薬価基準収載医薬品コード
包装：JAN コード

PTP 100 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476142747 PTP 100 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476113518
PTP1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476142730 PTP1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476113525

旧
ヨウフェナム「カプセル」

新
ヨウフェナムカプセル 250 ㎎

1141005M2167
1141005M2205
PTP 100 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476121018 PTP 100 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476113617
PTP1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476121223 PTP1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476113624

販売名

旧
ヨウフェナム錠

新
ヨウフェナム錠 250 ㎎

薬価基準収載医薬品コード

1141005Ｆ1064

1141005Ｆ1080

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476123012
PTP1000 錠：4987476121353

PTP 100 錠：4987476112610
PTP1000 錠：4987476112627

※ 薬価基準収載医薬品コードには、統一名収載の場合（個別コード）が記載してあります。

