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日医工ファーマ株式会社との合併統合による 

製品の承継に関するご案内 

医療関係者 各位 

謹 啓 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、日医工株式会社は日医工ファーマ株式会社と2012年6月1日に日医工株式会社を存続会社と

して合併致しました。 

この合併統合に伴い、日医工ファーマ株式会社が製造販売承認を有する製品は一部の製品を除き日

医工株式会社が承継致しました。この承継により、製造販売元が日医工株式会社に変更される製品と、

屋号変更が同時に行われる製品がございますので、その製品の一覧についてご案内申し上げます。 

尚、承継品の製品個装箱や容器ラベル等の表記の変更はございますが、組成・製造方法並びに製造

所は従来と変更はございません。変更時期および変更内容につきましては改めてご案内申し上げます。 

これらの製品に関する情報提供や情報収集活動並びに販売活動は、これまでどおり日医工株式会社

が行います。 

今後とも従来と同様のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

謹 白 

 

記 

１． 日医工株式会社が承継する製品一覧  

（製造販売元が日医工ファーマ株式会社から日医工株式会社に変更されますが、ＪＡＮコード・ＲＳＳコードは変更ありません。） 

 分類 一般名 製品名 

1 

内 

 

 

用 

 

 

薬 

アシクロビル 
アシビル内服ゼリー２００ｍｇ 

2 アシビル内服ゼリー８００ｍｇ 

3 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物／Ｌ-グルタミン ルフレン配合顆粒 

4 
アゼラスチン塩酸塩 

ビフェルチン錠０．５ 

5 ビフェルチン錠１ 

6 

アラニジピン 

ベックカプセル５ｍｇ 

7 ベックカプセル１０ｍｇ 

8 ベック顆粒２％ 

9 アンブロキソール塩酸塩 ブローミィ内服液０．３％ 

10 
イトラコナゾール 

トラコナ錠５０ｍｇ 

11 トラコナ錠１００ｍｇ 

12 
エチゾラム 

アロファルム錠０．５ 

13 アロファルム錠１．０ 

14 塩化ナトリウム／塩化カリウム／炭酸水素ナトリウム／無水硫酸ナトリウム オーペグ 
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 分類 一般名 製品名 

15 

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬 

カルテオロール塩酸塩 ベタメノール錠５ 

16 

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 

アーツェー散１０％ 

17 アーツェー錠１０ｍｇ 

18 アーツェー錠３０ｍｇ 

19 キキョウ流エキス／カンゾウエキス／車前草エキス／シャクヤクエキス／ジヒドロコデインリン酸塩 オピセゾールコデイン液 

20 キキョウ流エキス／車前草エキス／シャクヤクエキス オピセゾールＡ液 

21 

クレマスチンフマル酸塩 

インベスタン錠１ｍｇ 

22 インベスタンシロップ０．０１％ 

23 インベスタンドライシロップ（０．１％) 

24 
クロチアゼパム 

リリフター錠５ 

25 リリフター錠１０ 

26 クロルフェニラミンマレイン酸塩(ｄl-体) クロダミンシロップ０．０５％ 

27 ケトチフェンフマル酸塩 ジキリオンシロップ０．０２％ 

28 サラゾスルファピリジン スラマ錠５００ｍｇ 

29 ジオクチルソジウムスルホサクシネート／カサンスラノール ベンコール配合錠 

30 ジフェニドール塩酸塩 ピネロロ錠２５ｍｇ 

31 
水酸化アルミニウムゲル／水酸化マグネシウム 

マグテクト配合内服液 

32 マグテクト配合内服液分包 

33 
スクラルファート水和物 

テイガスト内服液１０％ 

34 ビンガスト顆粒９０％ 

35 セファレキシン オーレキシンドライシロップ５０％小児用 

36 
炭素(球形吸着炭) 

キューカルカプセル２８６ｍｇ 

37 キューカル細粒分包２ｇ 

38 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 ハイフスタン散１０％ 

39 トフィソパム トロンヘイム錠５０ｍｇ 

40 
トラピジル 

セオアニン錠５０ 

41 セオアニン錠１００ 

42 トリクロルメチアジド アニスタジン錠２ｍｇ 

43 バルプロ酸ナトリウム セレブシロップ５％ 

44 ピコスルファートナトリウム水和物 ベルベロン内用液０．７５％ 

45 

ファモチジン 

ファモチジン散１０％「日医工」 

46 ファモチジン錠１０ｍｇ「日医工」 

47 ファモチジン錠２０ｍｇ「日医工」 

48 
フルコナゾール 

フルコナゾンカプセル５０ 

49 フルコナゾンカプセル１００ 

50 

プロカテロール塩酸塩水和物 

カプテレノール錠２５μｇ 

51 カプテレノール錠５０μｇ 

52 カプテレノールシロップ５μｇ／ｍＬ 
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 分類 一般名 製品名 

53 

内 

 

用 

 

薬 

プロナーゼ ガスチーム 

54 ブロムヘキシン塩酸塩 ビソポロン錠４ｍｇ 

55 ベタヒスチンメシル酸塩 メニエース錠６ｍｇ 

56 
ベンズブロマロン 

ブロマノーム錠５０ｍｇ 

57 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「日医工」 

58 

ホスホマイシンカルシウム水和物 

ハロスミンカプセル２５０ 

59 ハロスミンカプセル５００ 

60 ハロスミンドライシロップ４００ 

61 メキタジン メキタゼノン錠３ｍｇ 

62 リトドリン塩酸塩 リンドルフ錠５ｍｇ 

63 ロキソプロフェンナトリウム水和物 オロロックス内服液６０ｍｇ 

64 

注 

 

 

 

 

 

射 

 

 

 

 

 

薬 

イセパマイシン硫酸塩 
イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 

65 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ「日医工」 

66 カルニチン塩化物 エントミン注２００ｍｇ 

67 

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 

アーツェー筋注液１０ｍｇ 

68 アーツェー注２５ｍｇ 

69 アーツェー注５０ｍｇ 

70 アーツェー注１００ｍｇ 

71 グリチルリチン酸一アンモニウム／グリシン／L-システイン塩酸塩水和物 グリファーゲン静注２０ｍＬ 

72 
クロルフェニラミンマレイン酸塩(dl-体) 

２ｍｇクロダミン注 

73 ５ｍｇクロダミン注 

74 

ゲンタマイシン硫酸塩 

ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 

75 ルイネシン注４０ｍｇ 

76 ルイネシン注６０ｍｇ 

77 
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム／サリチル酸ナトリウム

ザルソロイチン静注１０ｍＬ 

78 ザルソロイチン静注２０ｍＬ 

79 

シチコリン 

シチコリン注１００ｍｇ／２ｍＬ「日医工」 

80 シチコリン注２５０ｍｇ／２ｍＬ「日医工」 

81 シチコリン注５００ｍｇ／２ｍＬ「日医工」 

82 シチコリン注５００ｍｇ／１０ｍＬ「日医工」 

83 シチコリン注１０００ｍｇ／４ｍＬ「日医工」 

84 ジピリダモール シフノス静注液１０ｍｇ 

85 ジプロフィリン ジプロフィリン注３００ｍｇ「日医工」 

86 
スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム 

セフォン静注用０．５ｇ 

87 セフォン静注用１ｇ 

88 
精製ヒアルロン酸ナトリウム 

ホスビロン関節注２５ｍｇ 

89 ホスビロンディスポ関節注２５ｍｇ 

 

 



 
                                                                                

File No. 20120514aI1 
2012 年６月 

                                                                                             4/7         

 

 分類 一般名 製品名 

90 

注 

 

 

 

 

 

 

射 

 

 

 

 

 

 

薬 

セファゾリンナトリウム 

セファゾリンナトリウム注射用０．２５ｇ「日医工」 

91 ラセナゾリン注射用０．５ｇ 

92 ラセナゾリン注射用１ｇ 

93 ラセナゾリン注射用２ｇ 

94 

セフォチアム塩酸塩 

セピドナリン静注用０．２５ｇ 

95 セピドナリン静注用０．５ｇ 

96 セピドナリン静注用１ｇ 

97 
セフトリアキソンナトリウム水和物 

セフィローム静注用０．５ｇ 

98 セフィローム静注用１ｇ 

99 

セフメタゾールナトリウム 

セフメタゾールナトリウム静注用０．２５ｇ「日医工」 

100 セフメタゾールナトリウム静注用０．５ｇ「日医工」 

101 ピレタゾール静注用１ｇ 

102 ピレタゾール静注用２ｇ 

103 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 ハイフスタン注５ｍｇ 

104 ノスカピン塩酸塩水和物/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/ジフェンヒドラミン塩酸塩 セキール注 

105 

フルコナゾール 

フルコナゾール静注液５０ｍｇ「日医工」 

106 フルコナゾン静注１００ｍｇ 

107 フルコナゾン静注２００ｍｇ 

108 フロセミド ロープストン注２０ｍｇ 

109 

プロチレリン酒石酸塩水和物 

ボグニン注０．５ｍｇ 

110 ボグニン注１ｍｇ 

111 ボグニン注２ｍｇ 

112 

ホスホマイシンナトリウム 

ハロスミン静注用０．５ｇ 

113 ハロスミン静注用１ｇ 

114 ハロスミン静注用２ｇ 

115 ミノサイクリン塩酸塩 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」

116 リトドリン塩酸塩 リンドルフ点滴静注５０ｍｇ 

117 リンコマイシン塩酸塩水和物 ルニアマイシン注６００ｍｇ 

118 

外 

用 

薬 

ケトプロフェン 

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ｢日医工」 

119 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ｢日医工」 

120 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」 

121 

ジクロフェナクナトリウム 

メリカット坐剤１２．５ 

122 メリカット坐剤２５ 

123 メリカット坐剤５０ 

124 レクトス注腸軟膏２５ｍｇ 

125 レクトス注腸軟膏５０ｍｇ 

126 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「日医工」５６噴霧用
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 分類 一般名 製品名 

127 

外 

 

用 

 

薬 

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 
ステロネマ注腸１．５ｍｇ 

128 ステロネマ注腸３ｍｇ 

129 

ヘパリン類似物質 

ビーソフテン外用スプレー０．３％ 

130 ビーソフテンクリーム０．３％ 

131 ビーソフテンゲル０．３％ 

132 ビーソフテンローション０．３％ 

133 

硫酸バリウム 

バリエネマ 

134 バリエネマ３００ 

135 バリエネマＨＤ７５％ 

136 バリエネマＬＣ 

137 

消 

毒 

薬 

等 

イソプロパノール 
消毒用イソプロアルコール．５０ 

138 消毒用イソプロアルコール．７０ 

139 イソプロパノール／エタノール 消毒用マルオアルコール 

140 エタノール オー消エタ外用液 

141 

グルタラール 

クリンハイド消毒液２ｗ／ｖ％ 

142 クリンハイド消毒液３ｗ／ｖ％ 

143 クリンハイド消毒液２０ｗ／ｖ％ 

144 クロルヘキシジングルコン酸塩 アセスクリン 

145 ベンザルコニウム塩化物 フィンラビング０．２％消毒液 

146 

そ 

の 

他 

の 

局 

方 

品 

オリブ油 オリブ油「ＯＲＹ」 

147 精製水 精製水「ＯＲＹ」 

148 
乳糖水和物 

乳糖水和物（結晶）「ＯＲＹ」 

149 乳糖水和物（粉末）「ＯＲＹ」 

150 白色ワセリン 白色ワセリン「ＯＲＹ」 

151 白糖 単シロップ「ＯＲＹ」 

152 ハッカ水 ハッカ水「ＯＲＹ」 
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２． 日医工株式会社が承継し屋号変更を伴う製品一覧 
  （製造販売元が日医工ファーマ株式会社から日医工株式会社に変更＋屋号変更）  

※ＪＡＮ・ＲＳＳコードの変更がございますので、コード一覧は別途ご案内申し上げます。   
 分類 一般名 旧製品名 新製品名 

1 

内 

 

用 

 

薬 

コデインリン酸塩水和物 リン酸コデイン散１％「マルコ」 リン酸コデイン散１％「日医工」 

2 ジヒドロコデインリン酸塩 リン酸ジヒドロコデイン散１％「マルコ」 リン酸ジヒドロコデイン散１％「日医工」 

3 
セファクロル 

セファクロル細粒１０％「マルコ」 セファクロル細粒１０％「日医工」 

4 セファクロル細粒２０％「マルコ」 セファクロル細粒２０％「日医工」 

5 セファレキシン セファレキシン錠２５０「マルコ」 セファレキシン錠２５０「日医工」 

6 

ファモチジン 

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「日医工」 

7 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 

8 ファモチジン散２％「ＫＯＢＡ」 ファモチジン散２％「日医工」 

9 
ミノサイクリン塩酸塩 

塩酸ミノサイクリンカプセル１００「マルコ」 塩酸ミノサイクリンカプセル１００「日医工」 

10 塩酸ミノサイクリン錠５０「マルコ」 塩酸ミノサイクリン錠５０「日医工」 

11 

注 

 

射 

 

薬 

アミノフィリン水和物 アミノフィリン静注液２５０ｍｇ「マルコ」 アミノフィリン静注液２５０ｍｇ「日医工」 

12 

カルボプラチン 

カルボプラチン注射液５０ｍｇ「マルコ」 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 

13 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「マルコ」 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 

14 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「マルコ」 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」 

15 
セフタジジム水和物 

セフタジジム静注用０．５ｇ「マルコ」 セフタジジム静注用０．５ｇ「日医工」 

16 セフタジジム静注用１ｇ「マルコ」 セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 

17 
ピペラシリンナトリウム 

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「マルコ」 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 

18 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「マルコ」 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 

19 プロカイン塩酸塩 プロカイン塩酸塩注射液０．５％「マルコ」 プロカイン塩酸塩注射液０．５％「日医工」 

20 

消 

 

毒 

 

薬 

 

等 

アクリノール水和物 アクリノール液０．１％「ＯＲＹ」 アクリノール液０．１％「日医工」 

21 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 両性石ケン液１０％・ＯＹ 両性石ケン液１０％「日医工」 

22 
エタノール 

エタノール．ＯＩ エタノール「日医工」 

23 消毒用エタノール．ＯＩ 消毒用エタノール「日医工」 

24 過酸化水素 オキシドール．ＯＩ オキシドール「NikP」 

25 クレゾール クレゾール石ケン液．ＯＩ クレゾール石ケン液「日医工」 

26 
クロルヘキシジングルコン酸塩 

５％グルコン酸クロルヘキシジン液・OY ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」

27 クロルヘキシジングルコン酸塩スクラブ４％「ＯＲＹ」 クロルヘキシジングルコン酸塩スクラブ４％「日医工」

28 チオ硫酸ナトリウム水和物 ハイポエタノール消毒液２％「ＯＲＹ」 ハイポエタノール消毒液２％「日医工」 

29 フェノール 液状フェノール．ＯＹ 液状フェノール「日医工」 

30 

ベンザルコニウム塩化物 

塩化ベンザルコニウム液１０ｗ／ｖ％「ＯＲＹ」 塩化ベンザルコニウム液１０ｗ／ｖ％「日医工」

31 ベンザルコニウム塩化物消毒液０．０２５ｗ／ｖ％「ＯＲＹ」 ベンザルコニウム塩化物消毒液０．０２５ｗ／ｖ％「日医工」

32 ベンザルコニウム塩化物消毒液０．０５ｗ／ｖ％「ＯＲＹ」 ベンザルコニウム塩化物消毒液０．０５ｗ／ｖ％「日医工」

33 ベンザルコニウム塩化物消毒液０．１ｗ／ｖ％「ＯＲＹ」 ベンザルコニウム塩化物消毒液０．１ｗ／ｖ％「日医工」

34 
ポビドンヨード 

ポビドンヨードガーグル７％「ＯＲＹ」 ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 

35 ポビドンヨード液１０％「ＯＲＹ」 ポビドンヨード液１０％「日医工」 

36 
ヨウ素 

希ヨードチンキ．ＯＹ 希ヨードチンキ「日医工」 

37 ヨードチンキ．ＯＹ ヨードチンキ「日医工」 
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 分類 一般名 旧製品名 新製品名 

38 

そ 

 

の 

 

他 

 

の 

 

局 

 

方 

 

品 

l-メントール ｌ‐メントール．ＯＹ ｌ‐メントール「日医工」 

39 アスピリン アスピリン．ＯＹ アスピリン「日医工」 

40 エタノール 無水エタノール．ＯＩ 無水エタノール「日医工」 

41 塩化カリウム 塩化カリウム．ＯＹ 塩化カリウム「日医工」 

42 塩化ナトリウム 塩化ナトリウム．ＯＩ 塩化ナトリウム「日医工」 

43 クエン酸水和物 クエン酸．ＯＹ クエン酸「日医工」 

44 グリセリン グリセリン．ＯＩ グリセリン「NikP」 

45 
酢酸 

酢酸．ＯＹ 酢酸「日医工」 

46 氷酢酸．ＯＩ 氷酢酸「NikP」 

47 

酸化亜鉛 

亜鉛華軟膏．ＯＹ 亜鉛華軟膏「日医工」 

48 酸化亜鉛．ＯＩ 酸化亜鉛「日医工」 

49 チンク油．ＯＹ チンク油「日医工」 

50 酸化マグネシウム 重質酸化マグネシウム．ＯＩ 重質酸化マグネシウム「NikP」 

51 ジアスターゼ ジアスターゼ．ＯＩ ジアスターゼ「日医工」 

52 次硝酸ビスマス 次硝酸ビスマス．ＯＹ 次硝酸ビスマス「日医工」 

53 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム．ＯＩ 炭酸水素ナトリウム「NikP」 

54 炭酸マグネシウム 重質炭酸マグネシウム．ＯＹ 重質炭酸マグネシウム「日医工」 

55 タンニン酸アルブミン タンニン酸アルブミン．ＯＹ タンニン酸アルブミン「NikP」 

56 沈降炭酸カルシウム 沈降炭酸カルシウム．ＯＹ 沈降炭酸カルシウム「日医工」 

57 乳酸カルシウム水和物 乳酸カルシウム．ＯＹ 乳酸カルシウム「NikP」 

58 ハッカ油 ハッカ油．ＯＹ ハッカ油「日医工」 

59 パンクレアチン パンクレアチン．ＯＩ パンクレアチン「日医工」 

60 ヒマシ油 ヒマシ油．ＯＹ ヒマシ油「日医工」 

61 ヒヨスチアミン／スコポラミン ロートエキス散．ＯＩ ロートエキス散「NikP」 

62 ブドウ糖 ブドウ糖．ＯＩ ブドウ糖「日医工」 

63 ホウ酸 ホウ酸．ＯＩ ホウ酸「NikP」 

64 薬用炭 薬用炭．ＯＹ 薬用炭「日医工」 

65 硫酸マグネシウム水和物 硫酸マグネシウム．ＯＩ 硫酸マグネシウム「NikP」 

66 流動パラフィン 流動パラフィン．ＯＩ 流動パラフィン「NikP」 

 

以上 


