
H22年7月１日　名称変更薬剤　　DO処方不可　再度入力お願いします

（新）薬剤名　内服 (旧) 薬剤名 （新）薬剤名　内服 (旧) 薬剤名

1 アーガメイト20%ゼリー25g アーガメイトゼリー 30 バクタ配合顆粒 バクタ顆粒

2 アダプチノール錠5mg アダプチノール 31 バクタ配合錠 バクタ錠

3 アミノレバンEN配合散 アミノレバンEN 32 パナルジン錠100mg パナルジン錠

4 アローゼン顆粒 アローゼン 33 PL配合顆粒 PL顆粒

5 イーシー・ドパール配合錠 イーシー・ドパール錠 34 ビオフェルミン配合散 ビオフェルミン

6 ウラリット配合錠 ウラリット錠 35 ビオフェルミンR散 ビオフェルミンR

7 エビプロスタット配合錠SG エビプロスタット錠 36 ビジクリア配合錠 ビジクリア錠

8 エレンタール配合内用剤 エレンタール 37 ヒダントールF配合錠 ヒダントールF

9 クリアミン配合錠A1.0 クリアミンA錠 38 フェルムカプセル100mg フェルム・カプセル

10 グリチロン配合錠 グリチロン錠 39 フェロベリン配合錠 フェロベリン錠

11 クレメジンカプセル200mg クレメジンカプセル200 40 プルゼニド錠12mg プルゼニド錠

12 クレメジン細粒分包2g クレメジン細粒 41 プロスタールL錠50mg プロスタールL錠

13 コランチル配合顆粒 コランチル顆粒 42 プロベラ錠2.5mg プロベラ

14 ジスロマック細粒小児用10% ジスロマック細粒小児用 43 プロルモン錠20mg プロルモン錠

15 シナール配合顆粒 シナール 44 ヘパンED配合内用剤 ヘパンED

16 スピロペント錠10μg スピロペント錠 45 ベリチーム配合顆粒 ベリチーム顆粒

17 ゼスラン錠3mg ゼスラン錠 46 ペンタサ錠250mg ペンタサ錠250

18 セレスタミン配合錠 セレスタミン錠 47 マーズレンS配合顆粒 マーズレンS顆粒

19 ソフィアA配合錠 ソフィア-A 48 マーロックス懸濁用配合顆粒 マーロックス懸濁内服用

20 ソフィアC配合錠 ソフィア-C 49 マドパー配合錠 マドパー錠

21 ソリタ-T配合顆粒3号 ソリタ-T顆粒3号 50 ムコスタ錠100mg ムコスタ錠100

22 ティーエスワン配合カプセルT20 ティーエスワンCap20 51 小児用ムコソルバンシロップ0.3% ムコソルバンシロップ

23 ティーエスワン配合カプセルT25 ティーエスワンCap25 52 ムコソルバンLカプセル45mg ムコソルバンLカプセル

24 トラベルミン配合錠 トラベルミン錠 53 メネシット配合錠100 メネシット錠100

25 トランコロンP配合錠 トランコロンP錠 54 ユーエフティ配合カプセルT100 ユーエフティCap100mg

26 ネオドパストン配合錠L100 ネオドパストン錠100mg 55 ユーエフティE配合顆粒T100 ユーエフティE顆粒20%

27 ネオドパゾール配合錠 ネオドパゾール錠 56 ユーエフティE配合顆粒T150 ユーエフティE顆粒20%

28 濃厚ブロチンコデイン配合シロップ 濃厚ブロチンコデイン液 57 ユナシン錠375mg ユナシン錠

29 ノルペースカプセル50mg ノルペース50mg 58 ラキソベロン内用液0.75% ラキソベロン液

59 ラコール配合経腸用液 ラコール

60 リーバクト配合顆粒 リーバクト顆粒

61 リタリン錠10mg リタリン錠「チバ」

62 リファジンカプセル150mg リファジンカプセル

63 ロキソニン細粒10% ロキソニン細粒

64 ロキソニン錠60mg ロキソニン錠

65 ワンアルファ錠0.25μg ワンアルファ錠0.25



H22年7月１日　名称変更薬剤　　DO処方不可　再度入力お願いします

（新）薬剤名　　外用 (旧) 薬剤名 （新）薬剤名　　注射 (旧) 薬剤名

1 SPトローチ0.25mg「明治」 SPトローチ明治 1 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ注0.1%ｼﾘﾝｼ｢ﾃﾙﾓ｣

2 アデスタン腟錠300mg アデスタンG300 2 イオメロン350注シリンジ イオメロン350シリンジ

3 アドエア100ディスカス28吸入用 アドエア100ディスカス 3
献血ヴェノグロブリンIH5%静注
5g/100mL

献血ヴェノグロブリン-IH

4 アドエア250ディスカス28吸入用 アドエア250ディスカス 4
ウロキナーゼ静注用6万単位「ベネ
シス」

ウロキナーゼ6万-Wf

5 アドエア500ディスカス28吸入用 アドエア500ディスカス 5
ウロキナーゼ静注用24万単位「ベネ
シス」

ウロキナーゼ24万-Wf

6 アドエア100ディスカス60吸入用 アドエア100ディスカス 6 エリスロシン点滴静注用500mg 注射用エリスロシン

7 アドエア250ディスカス60吸入用 アドエア250ディスカス 7 オムニパーク300注20、30、50mL オムニパーク300

8 アドエア500ディスカス60吸入用 アドエア500ディスカス 8 オルガドロン注射液1.9mg オルガドロン注射液

9 アフタッチ口腔用貼付剤25μg アフタッチ 9 カプロシン皮下注2万単位/0.8mL カプロシン皮下注用

10 インタール吸入液1% インタール吸入液 10 カプロシン注2万単位/20mL カプロシン注

11 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% ウロマチックS 11 キンダリー透析剤AF3P号 キンダリー液AF-3P号

12 キサラタン点眼液0.005% キサラタン点眼液 12 ケイツーN静注10mg ケイツーN静注用10mg

13 クロマイ腟錠100mg クロマイ腟錠 13 ゲストロン筋注用5000単位 ゲストロン・5000

14 サリベートエアゾール サリベート 14 コートロシン注射用0.25mg コートロシン注

15 サンピロ点眼液1% サンピロ1% 15 コートロシンZ筋注0.5mg コートロシンZ注

16 サンピロ点眼液2% サンピロ2% 16 シベノール静注70mg シベノール注射液

17 スミルスチック3% スミルスチック 17 スミフェロン注DS300万IU スミフェロンDS300

18 セボフレン吸入麻酔液 セボフレン 18 スルペラゾンキット静注用1g スルペラゾン静注用1g

19 ソフラチュール貼付剤10cm ソフラチュール 19 タキソテール点滴静注用20mg タキソテール注

20 ダイアコート軟膏0.05% ダイアコート軟膏 20 タキソテール点滴静注用80mg タキソテール注

21 タココンブ組織接着用シート タココンブ 21 デカドロン注射液3.3mg デカドロン注射液

22 デスモプレシン点鼻液0.01%協和 ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ点鼻液協和 22 トポテシン点滴静注40mg トポテシン注

23 ドボネックス軟膏50μg/g ドボネックス軟膏 23 トポテシン点滴静注100mg トポテシン注

24 ネリゾナ軟膏0.1% ネリゾナ軟膏 24
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一
三共」

塩酸ﾅﾛｷｿﾝ注射液「三共」

25 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% ネリゾナﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾘｰﾑ 25 ネオアミユー輸液 ネオアミユー

26 フルタイド50μgｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 フルタイド50エアー 26 ビクシリン注射用1g 注射用ビクシリン

27 フルタイド100μgｴｱｿﾞｰﾙ60吸入用 フルタイド100エアー 27 ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 ヒトCRH注「ミツビシ」

28 フローレス眼検査用試験紙0.7mg フローレス試験紙 28 ビリスコピン点滴静注50 ビリスコピンDIC50

29 ブロメライン軟膏5万単位/g ブロメライン軟膏 29 フィジオゾール3号輸液 フィジオゾール・3号

30 マイコスポールクリーム1% マイコスポールｸﾘｰﾑ 30 プロハンス静注シリンジ13mL プロハンスシリンジ

31 マイザークリーム0.05% マイザークリーム 31 ヘスパンダー輸液 ヘスパンダー

32 マイザー軟膏0.05% マイザー軟膏 32 ベナンバックス注用300mg ベナンバックス300

33 リドメックスコーワクリーム0.3% リドメックスｺｰﾜｸﾘｰﾑ 33 献血ベニロン-I静注用2500mg 献血ベニロン-I

34 リドメックスコーワ軟膏0.3% リドメックスｺｰﾜ軟膏 34 献血ベニロン-I静注用5000mg 献血ベニロン-I

35 リドメックスコーワローション0.3% リドメックスｺｰﾜﾛｰｼｮﾝ 35 ボトックス注用50単位 ボトックス注50

36 ミッドペリックL135腹膜透析液 ミッドペリックL135


