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謹 啓

　時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は弊社製品につき格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

　さて、かねてよりご愛顧頂いております弊社輸液関連製品および透析関連製品につきまして、

業務提携会社の味の素製薬株式会社が、エーザイ株式会社の消化器疾患領域事業との統合締

結に伴い、分割効果発効日2016 年 4 月1日（予定）をもって、味の素製薬株式会社の商号が

EA ファーマ株式会社に変更される予定です。

　つきましては、これらの変更に伴い、包装表示等が順次変更になりますのでご案内申し上げます。

　尚、流通在庫の関係から、しばらくの間、旧表示の製品が流通しますが、何卒ご容赦の程お

願い申し上げます。

　今後とも、倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹 白
記

◣ 変更内容

1 社名表示（製品直接包装、個装箱、輸送箱）

2 各種コード

3 添付文書

4 住所表示

4 包装デザイン

変更前 変更後

製造販売元：エイワイファーマ株式会社
販 売 元：株式会社 陽進堂
業 務 提 携：味の素製薬株式会社

製造販売元：エイワイファーマ株式会社
販 売 元：株式会社 陽進堂

株式会社陽進堂 富山県富山市婦中町萩島３６９７番地８号
エイワイファーマ株式会社 東京都中央区日本橋浜町二丁目３１番１号
EAファーマ株式会社 東京都中央区入船二丁目１番１号

製品情報お問い合わせ先

株式会社 陽進堂　お客さま相談室
　 0120-647-734

東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号

① エイワイファーマ株式会社が製造販売承認を保有し、株式会社陽進堂が販売する製品

      今回の変更による各種コードの変更はありません。

      添付文書の社名表示も｢1社名表示（製品直接包装、個装箱、輸送箱）｣と同様に変更になります。

      添付文書および製品の社名表示部分の住所表示は以下のようになります。

      変更のある製品に関しましては、別途ご案内させていただきます。

輸液製品 透析製品の包装表示変更のご案内
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薬効分類 販売名 包装

総合アミノ酸製剤 アミニック®輸液 ２００ｍＬ×３０袋

下垂体機能検査薬 アルギニン点滴静注３０ｇ「AY｣ ３００ｍＬ×２袋

輸液用電解質液（維持液） ＥＬ-３号輸液 ５００ｍＬ×２０袋

輸液用電解質液（維持液10％糖加） １０％ＥＬ-３号輸液 ５００ｍＬ×２０袋

人工腎臓用透析液 ＡＫ-ソリタ®透析剤・ＤＬ Ａ剤：       ９Ｌ　１本
Ｂ剤：  １１．５Ｌ　１本

人工腎臓用透析液 ＡＫ-ソリタ®透析剤・ＤＰ Ａ剤：       ９Ｌ　１本
Ｂ剤：１包（６７２ｇ）

人工腎臓用透析液 ＡＫ-ソリタ®透析剤・ＦＬ Ａ剤：       ９Ｌ　１本
Ｂ剤：  １１．５Ｌ　 １本

人工腎臓用透析液 ＡＫ-ソリタ®透析剤・ＦＰ Ａ剤：       ９Ｌ　１本
Ｂ剤：１包（７３８ｇ）

高カロリー輸液用微量元素製剤 エレメンミック®注 ２ｍＬ×１０管

高カロリー輸液用微量元素製剤 エレメンミック®注 ２ｍＬ×５０管

高カロリー輸液用微量元素製剤 エレメンミック®注キット ２ｍＬ×１０筒

人工腎臓用透析液 カーボスターR透析剤・L Ａ剤：       ６Ｌ　１本
Ｂ剤：    ７．６Ｌ　１本

人工腎臓用透析液 カーボスターR透析剤・L Ａ剤：     ９Ｌ　  １本
Ｂ剤：  １１．５Ｌ   １本

人工腎臓用透析液 カーボスターR透析剤・M Ａ剤：     １０Ｌ　１本
Ｂ剤：１,０３０ｇ   １包

人工腎臓透析用粉末製剤 カーボスターR透析剤・P Ａ剤：２,８８３ｇ   １包
Ｂ剤：１,０３０ｇ   １包

蛋白分解酵素阻害剤 コアヒビター®注射用１０mg １０瓶

蛋白分解酵素阻害剤 コアヒビター®注射用５０mg １０瓶

蛋白分解酵素阻害剤 コアヒビター®注射用１００mg １０瓶

蛋白分解酵素阻害剤 コアヒビター®注射用１５０mg １０瓶

輸液用電解質液（開始液） ソリタ®-Ｔ１号輸液 ２００ｍＬ×２０袋

輸液用電解質液（開始液） ソリタ®-Ｔ１号輸液 ５００ｍＬ×２０袋

輸液用電解質液（脱水補給液） ソリタ®-Ｔ２号輸液 ２００ｍＬ×２０袋

輸液用電解質液（脱水補給液） ソリタ®-Ｔ２号輸液 ５００ｍＬ×２０袋

輸液用電解質液（維持液） ソリタ®-Ｔ３号輸液 ２００ｍＬ×２０袋

輸液用電解質液（維持液） ソリタ®-Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ×２０袋

輸液用電解質液（維持液7.5糖加） ソリタ®-Ｔ３号Ｇ輸液 ２００ｍＬ×２０袋

輸液用電解質液（維持液7.5糖加） ソリタ®-Ｔ３号Ｇ輸液 ５００ｍＬ×２０袋

輸液用電解質液（術後回復液） ソリタ®-Ｔ４号輸液 ２００ｍＬ×２０袋

輸液用電解質液（術後回復液） ソリタ®-Ｔ４号輸液 ５００ｍＬ×２０袋

内服用電解質剤 ソリタ®-Ｔ配合顆粒２号 １包（４．０ｇ）×１００

内服用電解質剤 ソリタ®-Ｔ配合顆粒３号 １包（４．０ｇ）×１００

輸液用電解質液（維持液ー高張） ソリタックス®-Ｈ輸液 ５００ｍＬ×２０袋

経口糖忍容力試験用糖質液 トレーラン®Ｇ液５０g １５０ｍＬ×３０瓶

経口糖忍容力試験用糖質液 トレーラン®Ｇ液７５g ２２５ｍＬ×２０瓶

腎不全用総合アミノ酸注射液 ネオアミユー®輸液 ２００ｍＬ×３０袋

透析ろ過型人工腎臓用補充液 バイフィル®専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39% １Ｌ×１０袋

透析ろ過型人工腎臓用補充液 バイフィル®専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39% ２Ｌ×５袋

薬効分類 販売名 包装

透析ろ過型人工腎臓用透析液 バイフィル®透析剤 ６Ｌ １本

糖・電解質・アミノ酸液 ツインパル®輸液 ５００ｍＬ×２０袋

糖・電解質・アミノ酸液 ツインパル®輸液 １,０００ｍＬ×１０袋

アミノ酸・ビタミンB１加総合電解質液 パレセーフR輸液 ５００ｍＬ×２０袋

アミノ酸・水溶性ビタミン加総合電解質液 パレプラスR輸液 ５００ｍＬ×２０袋

アミノ酸・水溶性ビタミン加総合電解質液 パレプラスR輸液 １,０００ｍＬ×１０袋

高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸液 ピーエヌツイン®-１号輸液 １,０００ｍＬ×７袋

高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸液 ピーエヌツイン®-２号輸液  １,１００ｍＬ×７袋

高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸液 ピーエヌツイン®-３号輸液 １,２００ｍＬ×７袋

細胞外液補充液　重炭酸リンゲル液 ビカーボン®輸液 ５００ｍＬ×２０袋

ビタミンB12製剤 フレスミン®Ｓ注射液1000μg １ｍＬ×５０管

血液凝固阻止剤 ヘパリンカルシウム注　1万単位/10mL「AY」 １０ｍＬ×１０瓶

血液凝固阻止剤 ヘパリンカルシウム注　5万単位/50mL「AY」 ５０ｍＬ×１０瓶

血液凝固阻止剤 ヘパリンナトリウム注　1万単位/10mL「AY」 １０ｍＬ×１０瓶

血液凝固阻止剤 ヘパリンナトリウム注　5万単位/50mL「AY」 ５０ｍＬ×１０瓶

血液凝固阻止剤 ヘパリンナトリウム注　10万単位/100mL「AY」 １００ｍＬ×１０瓶

血液凝固阻止剤 ヘパリンナトリウム注Ｎ　5千単位/5mL「AY」 ５ｍＬ×１０管

血液凝固阻止剤 ヘパリンナトリウム注Ｎ　1万単位/10mL「AY」 １０ｍＬ×１０瓶

高カロリー輸液用総合ビタミン剤 マルタミン®注射用 １０バイアル

必須アミノ酸純結晶注射液 モリアミン®Ｓ注 ２００ｍＬ×３０袋

総合アミノ酸製剤 モリプロン®Ｆ輸液 ２００ｍＬ×３０袋

細胞外液補充液　ブドウ糖加酢酸リンゲル液 リナセート®輸液 ５００ｍＬ×２０袋

細胞外液補充液　ブドウ糖加酢酸リンゲル液 リナセート®輸液 ２００ｍＬ×２０袋

高カロリー輸液用基本液　小児用 リハビックス®-Ｋ１号輸液 ５００ｍＬ×２０袋

高カロリー輸液用基本液　小児用 リハビックス®-Ｋ２号輸液 ５００ｍＬ×２０袋

血液凝固阻止剤 ローヘパ®透析用１００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ １０シリンジ

血液凝固阻止剤 ローヘパ®透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ １０シリンジ

血液凝固阻止剤 ローヘパ®透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ １０シリンジ

血液凝固阻止剤 ローヘパ®透析用５００単位／ｍＬバイアル１０ｍＬ １０ｍＬ×１０瓶

変更前 変更後

製造販売元：味の素製薬株式会社
販 売 元：株式会社 陽進堂

製造販売元：EAファーマ株式会社
販 売 元：株式会社 陽進堂

●対象製品

●対象製品

②「EAファーマ」が製造販売承認を保有し、株式会社陽進堂が販売する製品

薬効分類 販売名 包装

腎不全用必須アミノ酸製剤 アミユー®配合顆粒 ２．５ｇ×２１０包

腎不全用必須アミノ酸製剤 アミユー®配合顆粒 ２．５ｇ×６３０包


