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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 20 年 12 月 19 日、旧販売名の薬価は同日、経過措置に移行し
措置期限は平成 21 年 8 月 31 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
・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・

名〉
ヴェロニカ錠
キソラミン
デルパントＧ
プリペリドール錠
ペピミドール錠
ホモドンガーグル
モンタルジー錠
ヨウフェナック錠
リンゲリーズ錠
レスラートカプセル
レスラート細粒
※ 詳細については別紙をご参照下さい。
以上

（別紙）
新
販売名

ヴェロニカ錠 25 ㎎

薬価基準収載医薬
品コード(YJ ｺｰﾄﾞ)

2478001F2012
(2478001F2322)
PTP 100 錠：4987476126419
PTP1000 錠：4987476126426

旧
ヴェロニカ錠
2478001F2012
(2478001F2020)
PTP 100 錠：4987476104042
PTP1000 錠：4987476104035

販売名

キソラミン錠１㎎

キソラミン

薬価基準収載医薬
品コード

4419008F1423

4419008F1091

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476126518
PTP1000 錠：4987476126525

PTP 100 錠：4987476144062
PTP1000 錠：4987476144000

販売名

デルパント配合顆粒

デルパント G

薬価基準収載医薬
品コード

3179117D1125

3179117D1036

包装：JAN コード

包装：JAN コード

B

1000ｇ：4987476125511

B

1000ｇ：4987476132816

販売名

プリペリドール錠 3 ㎎

プリペリドール錠

薬価基準収載医薬
品コード

1179028F2123

1179028F2034

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476126310
PTP1000 錠：4987476126327
B 1000 錠：4987476126334

PTP 100 錠：4987476143256
PTP1000 錠：4987476143232
B 1000 錠：4987476143249

販売名

ペピミドール錠 250 ㎎

薬価基準収載医薬
品コード(YJ ｺｰﾄﾞ)

6241002F1018
(6241002F1247)
PTP 100 錠：4987476126013
PTP1000 錠：4987476126020

ペピミドール錠
6241002F1018
(6241002F1190)
PTP 100 錠：4987476140040
PTP1000 錠：4987476140033

販売名

ホモドンガーグル液 7％

ホモドンガーグル

薬価基準収載医薬
品コード

2260701F1301

2260701F1123

包装：JAN コード

30ml×50 本：4987476126112

30ml×50 本：4987476142518

販売名

モンタルジー錠 200 ㎎

モンタルジー錠

薬価基準収載医薬
品コード

3999008F1370

3999008F1109

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476126211
PTP1000 錠：4987476126228
B 1000 錠：4987476126235

PTP 100 錠：4987476147834
PTP1000 錠：4987476147841
B 1000 錠：4987476147858

販売名

ヨウフェナック錠 25 ㎎

ヨウフェナック錠

薬価基準収載医薬
品コード

1147002F1595

1147002F1455

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476125610
PTP1000 錠：4987476125627

PTP 100 錠：4987476100150
PTP1000 錠：4987476100112

包装：JAN コード

新

旧

販売名

リンゲリーズ錠 60 ㎎

リンゲリーズ錠

薬価基準収載医薬
品コード

1149019F1536

1149019F1048

包装：JAN コード

PTP 100 錠：4987476125719
PTP1000 錠：4987476125726
B 1000 錠：4987476125733

PTP 100 錠：4987476146752
PTP1000 錠：4987476146738
B 1000 錠：4987476146745

販売名

レスラートカプセル 200 ㎎

レスラートカプセル

薬価基準収載医薬
品コード(YJ ｺｰﾄﾞ)

2329004M1183

2329004M1060

PTP 100 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476125917 PTP 100 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476142457
包装：JAN コード PTP1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476125924 PTP1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476142433
B 1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476125931 B 1000 ｶﾌﾟｾﾙ：4987476142440
販売名

レスラート細粒 40％

レスラート細粒

薬価基準収載医薬
品コード(YJ ｺｰﾄﾞ)

2329004C1153

2329004C1072

包装：JAN コード

0.5g×1200 包：4987476125825
B
1000ｇ：4987476125832

0.5g×1200 包：4987476147124
B
1000ｇ：4987476147117

※｢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。

