
本データは十分注意を持って作成しておりますが、本データの利用により発生したいかなる損害に関しても、株式会社スズケンは、責任を負いませんのでご了承ください。
数字順 0～100 株式会社スズケン 医療情報室(SDIC東京)作成

数字順 本体コード ヒートコード 剤形 色 割線 商品名 一般名 規格 会社名 薬効等 備考
0 n 000 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢

日医工｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
060707収載

0 YO MG0 YO MG0 500mg:YO MG0 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠500mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 050708収載
0.02 裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠 ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.02mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 0111中止 8707変更

0.025 TZ 214:25 TZ214 0.025:0.025mg
TZ214

裸錠 淡赤 有 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠25 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g あすか製薬-武田薬品工
業

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤 0302ﾋｰﾄ変更 980710収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

0.025 裸錠 極薄橙 無 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣
0.025mg

ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.025mg 塩野義製薬 強心剤 0903中止

0.025 EN:EN 0.025 SCHERING 裸錠 白～微黄白 無 ｵｲﾅｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾘｽﾘﾄﾞ 0.025mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 脳神経伝達機能調整剤 9909中止 9601ﾋｰﾄ変更
8811ﾋｰﾄ変更

0.05 TZ 224:50 TZ224 0.05:0.05mg
TZ224

裸錠 白 有 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g あすか製薬-武田薬品工
業

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤 0302ﾋｰﾄ変更 9807商品
名変更に伴い記号変更
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.05 t 78 裸錠 淡黄 有 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.05mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.05mg 大洋薬品工業 強心配糖体製剤 070706収載

0.05 B M:205 裸錠(長円形) 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.05mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.05mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→
中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 990709収
載

0.08 裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠0.08mg ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.08mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 0111中止 9712ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.08 DVC0.08 裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠0.08mg ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.08mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
0.1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ｳﾛｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.1 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
050708収載

0.1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 小野薬品工業 過活動膀胱治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(1009
頃迄) 070608収載

0.1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾙﾀ錠0.1 ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg 武田薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.1 TYK 390 TYK390 0.1mg:0.1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.1 ｎ 701 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢日医工｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.1 NS 536 NS536 0.1:0.1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢日新｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日新製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.1 MS 011:0.1
mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢明治｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 明治製菓 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.1 TU 218  TU 218 TU218 0.1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.1mg｢TCK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 辰巳化学 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

080704収載

0.1 TYK386:TYK386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.1mg｢TYK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

0.1 Tw 525:0.1 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

100528収載

0.1 Tw421 Tw421 Tw421 0.1mg:0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

0.1 TZ 234:100 TZ234 0.1:0.1mg TZ234 裸錠 黄 無 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠100 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100μ g あすか製薬-武田薬品工
業

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 03頃ﾋｰﾄ裏変更 0009販
売 ﾋｰﾄ裏商品名記載

0.1 0.1 NS524 0.1mg:0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾗﾅｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

060707収載

0.1 ﾊﾙｽﾛｰ 0.1mg SW-611 SW-611 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙｽﾛｰ0.1mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 沢井製薬・扶桑薬品工業 前立腺肥大に伴う排尿障
害改善剤

050708収載

0.1 SW 71 SW-71 0.1mg:0.1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾊﾙｽﾛｰOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

090515収載

0.1 NPI 259A NPI 259A NPI-259A 0.1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載
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0.1 口腔内崩壊錠 白 無 ﾊﾙﾅｰﾙD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0908迄) 050610
収載

0.1 t526 t526 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾟﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大洋薬品工業・科研製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

0.1 TYK386 0.1mg:TYK386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾝﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業・興和創薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾀﾑｽﾛｼ
ﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.1mg｢

0.1 t 520 裸錠 白 有 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.1mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 大洋薬品工業 強心配糖体製剤 070706収載

0.1 BM 210 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.1mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→
中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 010907収
載(商品名の変更 前:ﾗﾆﾗ
ﾋﾟｯﾄﾞ錠)

0.1 AK 269 AK269:0.1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾄﾘｰﾑOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.1 TZ179 0.1 TZ179 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾘｽﾄﾘｰﾑｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0702製造販売会社社名
変更(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
050708収載

0.1 OH-353 OH-353 OH-353 0.1mg：0.1 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1
「OHARA」

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大原薬品工業･高田製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0912ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ) 050708収載

0.1 EK 01 EK01 0.1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ錠0.1「EK」 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 小林化工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

0.1 裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣
0.1mg

ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg 塩野義製薬 強心剤 0903中止 0312ﾋｰﾄ変更
9903ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ記号
(DTX)削除，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ

0.1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾊﾙﾅｰﾙ0.1mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509中止，ﾊﾙﾅｰﾙD錠
0.1mg ，0.2mgが0506収
載 0504社名変更(合併)

0.1 口腔内崩壊錠 白 無 ﾊﾙﾅｰﾙD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0908ｺｰﾄﾞ変更

0.1 HL01 HL01 HLP-0.1 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾘｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

1101中止 080704収載

0.1 KW TM0.1 0.1：KWTM0.1 0.1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1mg
「ｱﾒﾙ」

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 共和薬品工業 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

0.1 NPI 125:0.1 NPI125 OD0.1:0.1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.1 裸錠 白 無 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠(0.1mg) ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.1mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

0.1 CG 112 SER0.1:CG 112 SER0.1 裸錠 白 無 ｾﾙﾊﾟｼﾙ錠0.1mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 血圧降下剤 9507中止
0.1 ｳﾘﾄｽ 0.1 KP-197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤

褐又は淡赤
無 ｳﾘﾄｽ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 杏林製薬 過活動膀胱治療剤 070608収載

0.1 ｽﾃｰﾌﾞﾗ 0.1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 小野薬品工業 過活動膀胱治療剤 1009頃本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ変
更

0.1 ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg MED-401 MED-401:0.1 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.1mg｢MED｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

0.1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.1mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
0.125 DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣

0.125mg
ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)

020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.125 C 21K 0.125:C-21K 0.125 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.125mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 中外製薬 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体 020705収載
0.125 HD 127 HD-127 0.125mg:0.125 裸錠 わずかに赤

味をおびた橙
有 ｼﾞｺﾞﾊﾝ錠0.125mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0304社名変更（前：菱山

製薬） 020705収載
0.125 EE 01 EE01：0．125 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg｢

EMEC｣
ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
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0.125 JG C21 JG C21 0.125:0.125 裸錠 白 無 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg｢JG｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
0.125 KYO 271 KYO 271:0.125mg 裸錠 帯黄白 有 ﾊｰﾌｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.125 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 京都薬品工業-ﾄｰｱｴｲ

ﾖｰ・ｱｽﾃﾗｽ製薬
ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 020705収載 ﾋｰﾄ表裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
0.125 ｔ 17 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 050708収載
0.125 P6:0.125mg 裸錠 白 無 ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠0.125mg 塩酸ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ水和

物
0.125mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病

治療剤，ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症
候群治療剤

031212収載

0.125 NP 537:0.125 0.125mg:NP-537 0.125 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛｿﾞｰﾑ錠0.125mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.125mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 睡眠導入剤 100528収載
0.125 n 710 裸錠（長円形） 淡紫 無 ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 日医工 睡眠導入剤 090515収載
0.125 221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩

錠0.125mg｢ﾀｲﾖｰ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 0812商品名変更(前:ﾃﾞﾙ

ｶﾞﾆﾝ錠)，ﾋｰﾄ表0.125mg
0.125 TZ 157 TZ157 0.125mg:0.125 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠0.125mg｢

あすか｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg あすか製薬-武田薬品工

業
子宮収縮止血剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾃﾅﾘﾝ錠
0.125)，ﾋｰﾄ若干変更

0.125 NS 21 NS239 0.125:0.125mg 糖衣錠 白～灰白 無 ﾒﾁﾚｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日新製薬・科薬 子宮収縮止血剤 0706中止 0305本体ｺｰﾄﾞ
追加

0.125 TU 0.125mg：0.125mg TU 糖衣錠 茶 無 ﾒﾃﾙｷﾞﾝ錠0.125mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 子宮収縮止血剤 1012本体ｺｰﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ
若干変更

0.125 DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
0.125 FY102 FY102 裸錠 淡紫 無 ﾊﾙﾗｯｸ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 富士薬品-共和薬品工業 睡眠導入剤 0301本体ｺｰﾄﾞ追加

920710収載
0.125 N F：0.125 NF151 裸錠 薄橙 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.125mg｢AFP｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 0503販売
0.125 糖衣錠 白 無 ﾒﾃｸﾘﾝ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日清製薬 子宮収縮止血剤 9507中止
0.125 TZ 157 TZ157 0.125:0.125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾅﾘﾝ錠0.125 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg あすか製薬-武田薬品工

業
子宮収縮止血剤 旧品名(100528ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒ

ﾄﾘﾝ錠0.125mg｢あすか｣に
変更) 0506品名変更(前：
ﾒﾃﾅﾘﾝ錠) 0202ﾋｰﾄ変更

0.15 15C：150μ g 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠150μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.150mg->150
μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠)
0305ﾋｰﾄ変更

0.15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ｾﾙﾀ錠0.15 ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg 武田薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.15 0.15μ 裸錠 白 無 ﾌﾙｽﾀﾝ錠0.15 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.15μ g 大日本住友製薬-ｷｯｾｲ
薬品工業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 010601収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.15 T 621:0.15 μ g:T621
0.15μ g

裸錠 白 無 ﾎｰﾈﾙ錠0.15 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.15μ g 大正製薬-大正富山医薬
品

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0304大正富山医薬品販
売 010601収載

0.15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.15mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
0.18 FS-H08 0.18mg 裸錠 白 無 ﾍﾓﾘﾝｶﾞﾙ舌下錠0.18mg 静脈血管叢ｴｷｽ 0.18mg 東菱薬品工業-扶桑薬品

工業
痔疾治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾓﾘﾝｶﾞﾙ)，ﾋｰ
ﾄ表0.18mg追加

0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ｳﾛｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.2 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509色変更(以前のもの
より極薄赤が若干薄い)
050708収載

0.2 TTS 350 TTS-350 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ｼﾞｬﾐｰﾙ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢ﾀｶﾀ｣にへ変更)
050708収載

0.2 TYK 391 TYK391 0.2mg:0.2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.2 ｎ 702 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢日医工｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.2 NS 537 NS537 0.2:0.2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢日新｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日新製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.2 MS 012:0.2
mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢明治｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 明治製菓 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.2 TU 219  TU 219 TU219 0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢TCK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 辰巳化学 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

080704収載
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0.2 TYK387:TYK387 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢TYK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

0.2 Tw 527:0.2 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

100528収載

0.2 Tw422 Tw422 Tw422 0.2mg:0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

060707収載

0.2 0.2 NS525 0.2mg:0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾗﾅｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

060707収載

0.2 ﾊﾙｽﾛｰ 0.2mg SW-612 SW-612 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙｽﾛｰ0.2mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 沢井製薬・扶桑薬品工業 前立腺肥大に伴う排尿障
害改善剤

050708収載

0.2 SW 72 SW-72 0.2mg:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾊﾙｽﾛｰOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

090515収載

0.2 NPI 259B NPI 259B NPI-259B 0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

0.2 口腔内崩壊錠 白 無 ﾊﾙﾅｰﾙD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0906頃迄)
050610収載

0.2 t527 t527 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾟﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大洋薬品工業・科研製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

0.2 MED 120:0.2 MED-120 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢MED｣に変更)
050708収載

0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠）

帯黄白 有 ﾍﾞｲｽﾝOD錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

040709収載

0.2 TYK504 0.2mg:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄOD錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

0.2 TYK393:TYK393 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
0.2 PH 313：0.2 PH313 0.2mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾑ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 050708収載

0.2 ｔ 513 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
050708収載

0.2 NPI 02 NPI-02 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
0.2 KN 337:0.2 KN337 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善

剤
旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢MEEK｣に変更)
明治製菓とﾋｰﾄ異なる
050708収載

0.2 KN 337:0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢MEEK」に変更)
小林化工とﾋｰﾄ異なる
050708収載

0.2 n 803：0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢日医工｣に変更)
050708収載

0.2 MED 111:0.2 0.2 MED-111 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MED｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｻﾝﾄﾞ，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

0.2 MK 27:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

0.2 MK 27:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

0.2 SW V2:SW-V2 0.2 0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

0.2 t 72 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

0.2 TTS 331:0.2 TTS-331 0.2mg:0.2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

0.2 M 652:0.2 M652 OD 0.2:OD 0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾏｲﾗﾝ製薬・ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載
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0.2 ｎ 820:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢日
医工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

0.2 OH 311:0.2 OH-311 0.2mg:0.2mg 裸錠 白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2｢OME｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

糖尿病食後過血糖改善
剤

060707収載

0.2 Tu-VG 02 TuVG-02 0.2：TuVG-02
0.2mg

裸錠 白～微黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2「ﾀﾂﾐ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 辰巳化学 糖尿病食後過血糖改善
剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

0.2 MED 120:0.2 MED-120 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢MED｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠
0.2mg)

0.2 KN 337:0.2 KN337 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.2) 明治製菓とﾋｰﾄ異な

0.2 KN 337:0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.2) 小林化工とﾋｰﾄ異な

0.2 NP 311:0.2 NP-311 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢NP｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
0.2 SW VG2：0.2 SW-VG2 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg「SW」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
0.2 ｔ 513 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠

0.2 TTS 350 TTS-350 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｬﾐｰﾙ錠
0.2mg)

0.2 Tw 152：0.2 Tw152 0.2mg：0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg「ﾄｰﾜ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
0.2 MH 813：0.2 MH813 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg「ﾏｲﾗ

ﾝ」
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
080201収載(商品名変
更，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg
「ﾒﾙｸ」)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

0.2 n 803：0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢日医
工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠
0.2)

0.2 AK 279 AK279:0.2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾄﾘｰﾑOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.2 TZ189 0.2 TZ189 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾘｽﾄﾘｰﾑｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0702製造販売会社社名
変更(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
050708収載

0.2 OH-354 OH-354 OH-354 0.2mg：0.2 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2
「OHARA」

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大原薬品工業･高田製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0912ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ) 050708収載

0.2 EK 02 EK02 0.2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ錠0.2「EK」 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 小林化工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞﾙﾃﾞﾘｰﾙ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

糖尿病食後過血糖改善
剤

050708収載

0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾛﾈﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

1008ﾏｲﾗﾝ製薬中止

0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ﾊﾙﾅｰﾙ0.2mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509中止，ﾊﾙﾅｰﾙD錠
0.1mg ，0.2mgが0506収
載 0504社名変更(合併)

0.2 口腔内崩壊錠 白 無 ﾊﾙﾅｰﾙD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0906ｺｰﾄﾞ変更

0.2 HL02 HL02 HLP-0.2 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾘｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

1101中止 080704収載

0.2 KW TM0.2 0.2：KWTM0.2 0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2mg
「ｱﾒﾙ」

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 共和薬品工業 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

0.2 NPI 126:0.2 NPI126 OD0.2:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

0.2 Tw 172:0.2 口腔内崩壊錠 帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載
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0.2 ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg MED-402 MED-402:0.2 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢MED｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｲｽﾝ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

0102ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

0.25 NS 112 NS112:0.25mg 裸錠 白 有 ｱｽｺﾏｰﾅ錠0.25 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

睡眠導入剤 0104本体ｺｰﾄﾞ追加
920710収載

0.25 NS 112 NS112:0.25mg 裸錠 白 有 ｱｽｺﾏｰﾅ錠0.25 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

睡眠導入剤 0104本体ｺｰﾄﾞ追加
920710収載

0.25 NS116 NS116 0.25 裸錠(楕円形) 白 無 ｱﾑﾈｿﾞﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日新製薬･第一三共ｴｽ 睡眠導入剤 0711ﾋｰﾄ表0.25追加
0.25 NPI311A 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡黄 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0508頃ﾋｰﾄ変更，承継に

伴い(日清ﾌｧﾙﾏより)
0.25 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾗｸｰﾙ薬品販 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止 940708収載
0.25 0 25 0.25:TYK149 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0808頃本体ｺｰﾄﾞ追加
0.25 TKS251 0.25μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-科研製薬，

ﾏｲﾗﾝ製薬
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 091113収載

0.25 NR 41:0.25 NR・41/0.25:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 0801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
0.25 SW 271:0.25 SW-271 0.25mg:0.25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾛｯｸ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
100528収載

0.25 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0602ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(日清ﾌｧﾙﾏより)

0.25 FJ 23:0.25 FJ23 0.25mg:0.25mg 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢F｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
0.25 KW 178 0.25:KW178 0.25 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ｱﾒﾙ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080704収載
0.25 TG 131:.25 TG131 0.25 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0710社名変更（前：田辺

製薬） 070706収載
0.25 M 201 M201 0.25mg:M201

0.25mg
裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ﾏｲﾗ

ﾝ｣
ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080201収載(商品名変

更，前:ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠
0.25mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

0.25 ｎ 251 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢日医
工｣

ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 日医工 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載

0.25 R 142 R142:0.25μ g 錠剤 白～微黄白 無 ｶﾙﾃﾞﾐﾝ錠0.25μ g ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 龍角散-久光製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.25 SW-943 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 02ﾋｰﾄ裏商品名記載等
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CR0.25)削除

0.25 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-
D3製剤

9805ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9007収載

0.25 KW 171:0.25 KW171:KW171 0.25 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 共和薬品工業・ﾏﾙﾎ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾌｨｰﾅ錠

0.25 TSU149 0.25μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白 ｶﾙﾐｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 鶴原製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
0.25 Y GD Y-GD：0.25mg 裸錠 白 有 ｸﾞｯﾄﾞﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 田辺三菱製薬 睡眠導入剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等

0.25 TSU220 0.25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ250μ g｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
(ﾂﾙﾊﾗ))

0.25 TSU221 0.25mg:0.25mg 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠(ﾂﾙ
ﾊﾗ))

0.25 SANDOZ：V U 0.25mg：0.25mg VU 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 武州製薬-ｱｽﾞｳｪﾙ 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0312迄) 0304販
売元変更（前：ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ），ﾋｰﾄ変更

0.25 DX 250 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0207
販売，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

0.25 HD 133 HD-133 0.25mg:0.25 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.25mg｢HD｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0304社名変更（前：菱山
製薬） 0207販売
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0.25 Tw 033:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠0.25mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg(無水
物として)

東和薬品 持続性ACE阻害剤 100528収載

0.25 ｔ 71 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧品名(090324ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
OD錠0.25mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更) 050708収載

0.25 B T 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0406
頃ﾋｰﾄ変更(表0.25mg削
除等) 0201ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

0.25 B T 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧品名(090324ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
錠0.25mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

0.25 Tw 118
0.25mg

裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾛﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 東和薬品 睡眠導入剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｾﾞｽﾄﾛﾐﾝ錠)

0.25 TYK276:TYK276 0．25 裸錠 白 有 ｿﾚﾝﾄﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

睡眠導入剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

0.25 糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本住友製薬 強心配糖体 0602中止 0507PTP包装
中止 97ﾋｰﾄ変更，表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.25 0.25μ g：0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 沢井製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 沢井製薬と
ﾋｰﾄ異なる

0.25 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ
変更，表記号(TYA 0.25)
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.25 JG C22 JG C22 0.25:0.25 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢JG｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
0.25 TSU445 0.25mg：0.25mg 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg「TSU」 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 鶴原製薬 睡眠導入剤 040709収載
0.25 裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障

害改善剤･降圧剤
0706ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0304ﾋｰﾄ変更

0.25 T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9708
ﾋｰﾄ変更

0.25 t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803本体変更 9207収載

0.25 t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
0.25 RF3 0.25μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
黄白 ﾋﾎﾟﾃﾘｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，

日医工
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

0.25 EE 13:EE 13 EE13：0．25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑM錠0.25｢ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 020705収載
0.25 JG C24 JG C24 0.25:OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢

JG｣
ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤(口腔内崩壊

錠)
101119収載

0.25 ｔ 71 裸錠（口腔内
崩壊錠）

白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝD錠
0.25mg)

0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢CH｣ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

睡眠導入剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾘﾓﾗﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

0.25 JG C23 JG C23 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢JG｣ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
0.25 B T 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 090324収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝ錠)
0.25 M 688 M688 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾒﾄﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 睡眠導入剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾛﾒﾄﾝ錠)

0.25 0.25μ g:0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾎﾟﾛｾｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 020809収載
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0.25 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9806ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9407収載

0.25 SB:890 SB890:0.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠0.25mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 0.25mg(ﾛﾋﾟﾆ
ﾛｰﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(0806頃
迄) 061201収載

0.25 SB:4890 SB4890:0.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(五角
形)

白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠0.25mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 0.25mg(ﾛﾋﾟﾆ
ﾛｰﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

0806頃ｺｰﾄﾞ，剤型変更

0.25 OH 54 OH-54 0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾄﾞﾙﾊﾟｰ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大原薬品工業 睡眠導入剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.25 SW 733 SW-733 0.25:0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾝﾃﾞﾑ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 睡眠導入剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾝﾃﾞﾑ錠)

0.25 裸錠 淡黄赤 無 ｱﾎﾟﾛﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 富山化学工業 血圧降下剤 9604中止
0.25 ALF 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐透明 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9805ﾋｰﾄ記号削

除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
0.25 BUTAMIDE 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠250 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正

富山医薬品販売
0.25 CAL0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ･高田製薬，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧品名(080620ｶﾙｼﾀﾐﾝｶ

ﾌﾟｾﾙ0.25μ ｇに変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

0.25 CAL0.25μ g:CAL0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9711中止
0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 96ﾋｰﾄ

変更 900713収載
0.25 KTB 41 KTB-41:CAM 0.25 裸錠 青 有 ｶﾑﾘﾄﾝ0.25mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 寿製薬 睡眠導入剤 920710収載
0.25 CAT-0.25μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ

ﾗｰ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

0.25
0.25mg 0.25

裸錠(楕円形) 白 有 ｱｻｼｵﾝ0.25mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

睡眠導入剤 1103日本ｹﾐﾌｧ中止

0.25 PT 441 裸錠 淡橙白 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.25mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9402色変更(旧:

0.25 COB：250μ g 糖衣錠 淡桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ｾﾞﾝｾ
ｲ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 全星薬品工業-全星薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0706中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ﾏﾐﾄﾞ錠｢ｾﾞﾝｾｲ｣) 0211ﾋｰﾄ
変更

0.25 糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
0.25 M404 DA-0.25 裸錠 黄 有 ﾀﾞｲｻﾛｲﾄﾞ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 模範薬品研究所 血圧降下剤 9101中止
0.25 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢山之内｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 山之内製薬 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0205製造元変更，0206中

止(京都薬品工業へ承
継，ｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.25)

0.25 DV:0.25 DV 0.25:VIT-0.25 DV
0.25

裸錠 白 無 ﾋﾞﾀﾐﾛCT錠0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 同仁医薬化工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0212中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707

0.25 DX 250 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
0.25 FS-E12 0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ0.25)

0.25 μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g あすか製薬-武田薬品工
業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0712ﾋｰﾄ表μ g追加 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.25 FY 103 FY103 0.25:FY103 裸錠 淡青 有 ﾊﾙﾗｯｸ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 富士薬品-共和薬品工業 睡眠導入剤 0301本体ｺｰﾄﾞ追加
920710収載

0.25 裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

0.25 NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0504
販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

0.25 n 489 裸錠 青～淡青 有 ﾄﾘﾑ錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本医薬品工業 催眠導入剤 9407中止 920710収載
0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡黄 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製

薬，日本ｹﾐﾌｧ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継

に伴い(日本薬品工業へ)
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0.25 N F：0.25 NF133 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.25mg｢AFP｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 0505本体ｺｰﾄﾞ変更(前：
NF 133) 0503品名変更
(前：ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ)

0.25 NOM 301:0.25 NOM301:0.25μ g 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日清製油 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9706
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄)，承継に
伴い(旭化成ﾌｧｰﾏへ)
0310社名変更 0107製造
元社名変更(前:日清製

0.25 NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
0.25 TJN ONE:0.25 0.25μ ｇ:0.25μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠
0.25 O.S-V 0.25 0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～淡黄

褐
ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -

OH-D3製剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ
0.25)

0.25 PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠25万単
位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)
060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B溶性錠)

0.25 T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9407本体刻印
920710収載

0.25 PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
0.25 PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(92まで)
0.25 RC0.25mg 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｲｾｲ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ｲｾｲ 降圧剤 9902中止
0.25 KI 2141 RES-0.25:MECT KI-2141 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｶﾝﾄｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9304中止
0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
黄白 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606ﾋｰﾄ表裏商品名記載

(ｶﾀｶﾅ) 9610変更
0.25 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
黄白 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 日本ﾛｼｭ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9201変

更
0.25 RTL0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
微黄白 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 940708

収載
0.25 0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽｷﾉﾝ錠0.25 ｶﾙﾎﾞｺﾝ 0.25mg 三共 抗悪性腫瘍剤 0503中止
0.25 CG 113 SER0.25:CG 113 SER0.25 裸錠 白 有 ｾﾙﾊﾟｼﾙ錠0.25mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 血圧降下剤 9509中止
0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ｼｵﾌﾟﾘｶｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止(00以前) 940708収
載

0.25 SW CG:.25 SW-CG.25:0.25 mg 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
0.25 SW-943 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 02ﾋｰﾄ裏商品名記載等

98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CR0.25)削除

0.25 SW-945 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
DF0.25)削除 田辺三菱製
薬とﾋｰﾄ異なる

0.25 SW LND:0.25 SW-LND 0.25mg:0.25 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾚﾝﾃﾞﾑD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 睡眠導入剤 090515収載

0.25 Tw:511
0.25mg

裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 東和薬品 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載

0.25 TP-604 0.25μ g：0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄 ﾎﾟｽﾛｯﾄﾙSｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・昭和薬品化
工，三笠製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0912中止

0.25 Tu-NT 0.25 Tu NT-025 裸錠 白 有 ﾈｽﾄﾛｰﾑ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

睡眠導入剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｽﾄﾛｰﾑ錠)

0.25 Tw.D3 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
0.25 Tw.TR0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾄﾙｼﾄﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
0.25 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ

変更，表記号(TYA 0.25)
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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0.25 TYK220 0.25μ g:TYK220
0.25

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940708収載

0.25 MCI 061:0.25 MCI061 裸錠 薄橙 無 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
変更(日研化学より)

0.25 Y-CC0.25 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0012中止 940708収載

0.25 Y:FL 0.25 糖衣錠 白 無 ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠(0.25) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

0.3 TTS 351 TTS-351 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｼﾞｬﾐｰﾙ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg「ﾀｶﾀ｣に変更)
050708収載

0.3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.3mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.3mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.3 0.3μ 裸錠 白 有 ﾌﾙｽﾀﾝ錠0.3 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.3μ g 大日本住友製薬-ｷｯｾｲ
薬品工業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 010601収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.3 MED 121:0.3 MED-121 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢MED｣に変更)
050708収載

0.3 YD 526 0.3 YD526 裸錠 白 無 ﾍﾞｲｽﾛｰｽ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 陽進堂・富士製薬工業，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

糖尿病食後過血糖改善
剤

1002ｱｲﾛﾑ製薬中止

0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠）

微黄 有 ﾍﾞｲｽﾝOD錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

040709収載

0.3 TYK505 0.3mg:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄOD錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

0.3 TYK394:TYK394 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
0.3 PH 314：0.3 PH314 0.3mg 裸錠 白 無 ﾍﾞﾛﾑ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 050708収載

0.3 ｔ 515 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
050708収載

0.3 T 622:0.3 μ g:T622 0.3
μ g

裸錠 白 有 ﾎｰﾈﾙ錠0.3 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.3μ g 大正製薬-大正富山医薬
品

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0304大正富山医薬品販
売 010601収載

0.3 NPI 03 NPI-03 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
0.3 KN 338:0.3 KN338 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善

剤
旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢MEEK｣に変更)
明治製菓とﾋｰﾄ異なる
050708収載

0.3 KN 338:0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢MEEK｣に変更)
小林化工とﾋｰﾄ異なる
050708収載

0.3 n 804：0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢日医工｣に変更)
050708収載

0.3 MED 112:0.3 0.3 MED-112 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢
MED｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｻﾝﾄﾞ，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

0.3 MK 28:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

0.3 MK 28:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

0.3 SW V3:SW-V3 0.3 0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

0.3 t 73 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

0.3 TTS 332:0.3 TTS-332 0.3mg:0.3mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載
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0.3 M 653:0.3 M653 OD 0.3:OD 0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾏｲﾗﾝ製薬・ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

0.3 ｎ 821:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢日
医工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

0.3 OH 312:0.3 OH-312 0.3mg:0.3mg 裸錠 白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3｢OME｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

糖尿病食後過血糖改善
剤

060707収載

0.3 Tu-VG 03 TuVG-03 0.3:TuVG-03
0.3mg

裸錠 白～微黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3「ﾀﾂﾐ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 辰巳化学 糖尿病食後過血糖改善
剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

0.3 MED 121:0.3 MED-121 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢MED｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠
0.3mg)

0.3 KN 338:0.3 KN338 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.3) 明治製菓とﾋｰﾄ異な

0.3 KN 338:0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.3) 小林化工とﾋｰﾄ異な

0.3 NP 312:0.3 NP-312 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢NP｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
0.3 SW VG3：0.3 SW-VG3 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg「SW」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
0.3 ｔ 515 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠

0.3 TTS 351 TTS-351 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｬﾐｰﾙ錠
0.3mg)

0.3 Tw 153：0.3 Tw153 0.3mg：0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg「ﾄｰﾜ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
0.3 MH 814：0.3 MH814 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg「ﾏｲﾗ

ﾝ」
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾏｲﾗﾝ製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
080201収載(商品名変
更，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg
「ﾒﾙｸ」)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

0.3 n 804：0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢日医
工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠
0.3)

0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾙﾃﾞﾘｰﾙ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

糖尿病食後過血糖改善
剤 0.3mg)削除(表はまだ有

り) 050708収載
0.3 Tw 173:0.3 口腔内崩壊錠 微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善

剤
070706収載

0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｲｽﾝ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

0104ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

0.375 HIVID 0.375:ROCHE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤灰 無 ﾊｲﾋﾞｯﾄﾞ錠0.375 ｻﾞﾙｼﾀﾋﾞﾝ 0.375mg 中外製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0803中止 960424収載
0.4 ALP 裸錠 白 無 ｱｿﾞﾘﾀﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.4 Tw 103 Tw103 0.4mg 裸錠 白 無 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 東和薬品 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾝﾋﾞｯﾄ錠0.4)

0.4 103:0.4mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
0.4 Tw 103 Tw103 0.4mg 裸錠 白 無 ﾒﾝﾋﾞｯﾄ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 東和薬品 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧品名(080620ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗ

ﾑ錠0.4mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
960705収載

0.4 ALP 裸錠 白 無 ｱｿﾞﾘﾀﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 大洋薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
0.4 裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 960614収

載
0.4 M920 0.4 裸錠 白 有 ﾜｲﾄﾞｽﾛｰ錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 模範薬品研究所 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 98中止 920710収載
0.4 SW 026 SW-026 0.4mg:0.4mg 裸錠 白 有 ﾒﾃﾞﾎﾟﾘﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-

MDN0.4)削除 920710収
0.4 裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.4mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 武田薬品工業 抗不安剤
0.5 FPF719 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱｽﾗﾋﾞﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 藤本製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0408中止
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0.5 NPI311A 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0508頃ﾋｰﾄ変更，承継に
伴い(日清ﾌｧﾙﾏより)

0.5 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾗｸｰﾙ薬品販 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止 940708収載
0.5 YT-Z7 0.5μ g：0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｱﾙﾌｧｶﾞｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東亜薬品-山之内製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0212中止 0111販売
0.5 0.5 0.5:TYK150 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0808頃本体ｺｰﾄﾞ追加
0.5 TKS252 0.5μ g：0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，

科研製薬
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
0.5 ROCHE 242:0.5 ROCHE・242/0.5：0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
0.5 Tw 771:0.5 Tw771 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東和薬品 精神安定剤 1010ｺｰﾄﾞ変更
0.5 EE 04 EE04：0．5 裸錠 白 有 ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢EMEC｣ ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
0.5 KN 123 0.5mg:KN123 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｿﾞﾗﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 小林化工 精神安定剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾁｿﾞﾗﾝ錠)
0.5 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡赤 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0603ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(日清ﾌｧﾙﾏより)
0.5 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本新薬 ACE阻害剤 0906ｺｰﾄﾞ変更
0.5 CG 402 ﾄﾛｰﾁ 淡紅 有 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 0907ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ変更，製造販売元変
更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ)

0.5 CG 401 ﾄﾛｰﾁ 白 無 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 0907ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更，製造販売元変
更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ)

0.5 t 43 裸錠 白 無 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

0.5 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-
D3製剤

9803ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9007収載

0.5 KW 172:0.5 KW172:KW172 0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 共和薬品工業・ﾏﾙﾎ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0806商品名変更(前:ｶﾙ
ﾌｨｰﾅ錠0.5)

0.5 TSU150 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤 ｶﾙﾐｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 鶴原製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
0.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放

性)
淡黄/橙 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 0.5mg(ﾀｸﾛﾘﾑ

ｽとして)
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

0.5 NP 713:0.5 0.5:NP-713 0.5 裸錠 白 無 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠0.5mg｢NP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

0.5 Sｃ 321:0.5 Sc321 錠剤(楕円形) 濃紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠0.5mg｢三和｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 三和化学研究所 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

0.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

0.5 0.5:TYK161 0.5mg 裸錠 白 有 ｺﾙﾄｯｸ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
0.5 TTS 592 0.5:TTS-592 0.5 裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 高田製薬 痛風治療剤 100401商品名変更，塩野

義製薬からの承継に伴い
(前:ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ｼｵﾉ
ｷﾞ｣)，ｺｰﾄﾞ変更

0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

0.5 LG 0.5mg：0.5mg LG 裸錠 白 無 ｻﾉﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾏｼﾞﾝﾄﾞｰﾙ 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 食欲抑制剤 0305ﾋｰﾄ変更
0.5 Tw 279：0.5 Tw279 0.5mg：0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠0.5mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg（無水

物として）
東和薬品 持続性ACE阻害剤 050708収載

0.5 KW250:250 0.5mg 裸錠 白 有 ｽﾄﾛｰｹﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 共和薬品工業 α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ 0007中止 900713収載
0.5 KW 236 KW236 0.5:KW236 0.5 裸錠 白 無 ｾﾙﾏﾆﾙ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 100528収載
0.5 T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ

ﾝとして)
大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)
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0.5 Tu-TZ 005：0.5 Tu TZ-005:Tu TZ-005
0.5mg

裸錠 白 無 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして）

辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 060707収載

0.5 0.5μ g：0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 沢井製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 沢井製薬と
ﾋｰﾄ異なる

0.5 NMB 41 NMB41:NMB41 0.5mg 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 万有製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
0.5 NMB 41 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造

販売元変更に伴い
0.5 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0512中止 0310社名変更
0.5 裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0206

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
0.5 裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
0.5 FJ 21 FJ21：0.5mg 裸錠 白 有 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ錠0.5「F」 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ 0.5mg 富士製薬工業 選択的ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 040709収載
0.5 TG 001:0.5 TG001 0.5 裸錠 白 無 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠0.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾄﾞｷｻ

ｿﾞｼﾝとして)
田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

0.5 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 01頃ﾋｰﾄ
変更，記号(TYB0.5)削除
9703ﾋｰﾄ裏商品名記載

0.5 Tw 257 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄｰﾜ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

080704収載

0.5 OH 203 OH-203 0.5mg：0.5mg 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ錠0.5mg
「OHARA」

ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 大原薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

0511ﾏﾙｺ製薬中止

0.5 NS NS193：0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾝﾈﾙﾌﾞ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日新製薬 精神安定剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(07～08頃迄)
0.5 NS 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾝﾈﾙﾌﾞ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日新製薬 精神安定剤 07～08頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
0.5 HD 218  HD 218 HD-218 0.5mg：0.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/濃赤 ﾊｲﾄｺﾊﾞﾐﾝMｶﾌﾟｾﾙ500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊｲﾄｺﾊﾞﾐﾝM｢ｶ
ﾌﾟｾﾙ｣) 0306ﾋｰﾄ変更
0304社名変更（前：菱山

0.5 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0704ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0305ﾋｰﾄ変更

0.5 BMS:1611 BMS1611 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形)

白～微黄白 無 ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠0.5mg ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物 0.5mg(ｴﾝﾃｶ
ﾋﾞﾙとして)

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 060915収載

0.5 P8:0.5mg 裸錠（楕円形） 白 有 ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ水和
物

0.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
治療剤，ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症
候群治療剤

031212収載

0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｪﾙﾁﾝ錠0.5 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
0.5 RF4 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡赤 ﾋﾎﾟﾃﾘｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

0.5 SW 775 SW-775 0.5:0.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾘｯｸ錠0.5 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

080704収載

0.5 KC 29 KC-29 0.5mg：0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2錠0.5mg
｢科研｣

ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ 0.5mg 科研製薬・富士製薬工業 陣痛誘発･促進剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ
E2錠｢科研｣) 0206ﾋｰﾄ変

0.5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝ･E錠0.5mg ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝﾍﾞｰﾀﾃﾞｸｽ 0.5mg（ｼﾞﾉﾌﾟ
ﾛｽﾄﾝとして）

小野薬品工業 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2製剤 0812中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾛ
ｽﾀﾙﾓﾝ･E錠)

0.5 0.5μ g:0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ﾎﾟﾛｾｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 020809収載
0.5 SW 917 SW-917 0.5：0.5 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾌﾟﾗｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0212ﾋｰﾄ表裏

商品名記載（ｶﾀｶﾅ） 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP0.5)

0.5 MK 31:0.5 MK31 0.5mg:0.5mg 裸錠 白 無 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠0.5｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

0.5mg 小林化工 血圧降下剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

0.5 MK 31:0.5 裸錠 白 無 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠0.5｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

0.5mg 小林化工-明治製菓 血圧降下剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

0.5 SW 037 SW 037 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ0.5mg追加 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-ME0.5)削除
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0.5 Tw 300:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｽﾌﾟｼﾞﾝ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
0.5 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡赤 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9806ﾋｰﾄ変更，裏一般名

記載(ｶﾀｶﾅ) 9407収載
0.5 JP 113 JP113 0.5mg:0.5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠0.5mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 091113収載

0.5 NP 351:0.5 0.5mg NP-351:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 070706収載
0.5 NT 235:05 0.5mg NT-235 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
0.5 Y R05:0.5 0.5mg:Y-R05 0.5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
抗精神病剤 080704収載

0.5 FS R03 FS-R03 0.5mg 裸錠 白 有 ﾘﾈｽﾃﾛﾝ錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 扶桑薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾈｽﾃﾛﾝ錠)

0.5 t 431:0.5 裸錠 白 有 ﾜｰﾘﾝ錠0.5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 大洋薬品工業 経口抗凝血剤 0503販売
0.5 HD 371:0.5 HD-371 0.5mg:0.5 裸錠 桃 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠0.5mg｢

HD｣
ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･田辺三菱製

薬
経口抗凝血剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304社名変
更（前：菱山製薬）

0.5 O.S A-100 AR-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
0.5 O.S A-50 AR-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
0.5 O.S AB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾌﾛﾊﾞﾛﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 筋緊張性疾患治療剤 9809中止 920710収載
0.5 O.S-AF 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾗｹﾞﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎鎮痛剤 9504中止
0.5 裸錠 淡黄赤 無 ｱﾎﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 富山化学工業 血圧降下剤 9604中止
0.5 YT-Z2:YT-Z2 ALF0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｱﾙﾌｧｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東亜薬品-山之内製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0111中止(ｱﾙﾌｧｶﾞｰﾄﾞｶﾌﾟ

ｾﾙ0.5として継続) 990315
承認

0.5 ALF 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐透明 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9806ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.5 AML RIS:0.5 0.5 0.5mg:AML RIS 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 101119収載
0.5 AR0.5:TKS252 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0204頃迄) 0110販

売元変更(旧:ﾅｶﾞｾ医薬
0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤透明 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，ﾏ

ｲﾗﾝ製薬，辰巳化学
Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0704販売
会社社名変更(前:科薬)

0.5 O.S B-10 O.S-B10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾊｲｽﾄ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血管拡張性降圧剤 9804中止
0.5 O.S B-30 O.S-B30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾊｲｽﾄ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血管拡張性降圧剤 9804中止
0.5 BD 0.5mg：0.5mg BD 裸錠 淡赤 無 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠0.5mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 作用持続性高血圧症治

療剤
1003中止 0304ﾋｰﾄ変更

0.5 O.S-B･F 糖衣錠 淡緑 無 ﾌﾞﾚﾒﾝF錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 4万単位 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎酵素剤 9501中止
0.5 O.S BH O.S-BH 裸錠 白 無 ﾋﾞﾍﾙｽ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0907中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

0.5 YT C6 YT-C6 0.5mg:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾞﾗﾝﾁﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東亜薬品-山之内製薬 精神安定剤 0212中止 0107ﾋｰﾄ変更
(裏BLT0.5削除等)
990709収載

0.5 O.S-BN 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾞﾛﾏﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 尿酸排泄薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

0.5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈﾗﾝ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
0.5 O.S BP O.S-BP 4mg：4mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気道粘液溶解剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠)
0.5 O.S BR O.S-BR 15.0mg:15.0mg 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｰﾐｨ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 気道潤滑去痰剤 0904中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
0.5 BUTAMIDE 0.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠500 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正

富山医薬品販売
0.5 CAL0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ･高田製薬，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧品名(0806ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾ

ﾙ0.5μ gに変更)，旧ﾋｰﾄ
0.5 CAL0.5μ g:CAL0.5 COX 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9801中止
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0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ
変更 900713収載

0.5 PSK C01:0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

0.5 0.5:PT C01 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0812ﾋｰﾄ表CAR 0.5削除
0305ﾋｰﾄMG削除

0.5 O.S-CAR 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾄﾏ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 虚血性心疾患治療剤 9310中止
0.5 CAT 0.5 糖衣錠 淡黄赤 無 ｶｰﾄﾘｯｸ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 三和化学研究所 血圧降下剤 9703中止
0.5 CAT-0.5μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ

ﾗｰ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

0.5 O.S-CB 10mg：10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｶﾙｼﾞｵﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0711中止
0.5 pfizer:CHX 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠0.5mg 酒石酸ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ 0.5mg(ﾊﾞﾚﾆｸ

ﾘﾝとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ α 4β 2ﾆｺﾁﾝ受容体部分

作動薬(禁煙補助薬)
080418収載

0.5 PT 442 裸錠 淡橙 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.5mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 9509ﾋｰﾄ裏商
品名記載

0.5 O.S CL O.S-CL 裸錠 淡ﾋﾟﾝｸ 有 ｸﾛﾅﾘｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9504中止
0.5 μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9707ﾋｰﾄ

裏変更
0.5 裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 塩野義製薬 痛風治療剤 旧ﾋｰﾄ（0208迄） 98ﾋｰﾄ記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9506ﾋｰﾄ変更

0.5 O.S CR-25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/肌 ｺﾗﾁｰﾑ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血流促進剤 9804中止
0.5 O.S CR-50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/肌 ｺﾗﾁｰﾑ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血流促進剤 9804中止
0.5 糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
0.5 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東京田辺製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9604まで) 900713

収載
0.5 O.S DM O.S-DM 裸錠 白 有 ｼﾞｳﾒﾁﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 降圧剤 9804中止
0.5 O.S DN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｲﾘﾄﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消化管運動改善剤 9910中止 960705収載
0.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透

明
ｼﾞｭﾗﾌｨﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 気管支拡張剤 9603中止 920710収載

0.5 DP0.5:TP-148 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾝﾌﾟﾚｽ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 高血圧治療剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

0.5 O.S DR 裸錠 白～微黄白 無 ﾀﾞｲﾗｯｸｽ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経調整剤 9804中止 940708収載
0.5 DV:0.5 DV 0.5:VIT-0.5 DV 0.5 裸錠 白 無 ﾋﾞﾀﾐﾛCT錠0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 同仁医薬化工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0110中止 9801ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707
0.5 T M DWN-0.5 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ

ﾝとして)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9603社

名変更 9409本体刻印
0.5 TYK201 0.5:TYK201

0.5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日医工
精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 920710収載
0.5 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
0.5 O.S E2 裸錠 白～微黄 有 ｴｽｵｰﾐﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9901中止 960705収載

0.5 O.S E3 裸錠 白～微黄 有 ｴｽｵｰﾐﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9812中止 960705収載

0.5 糖衣錠 微黄赤～帯
黄赤

無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠0.5mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

0.5 O.S EL O.S-EL 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾀｸﾚｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高脂血症治療剤 1005中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾀｸﾚｰﾄ錠)

0.5 MO206 MO206 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.5mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁﾄﾞﾗｰﾙ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定剤 0108中止 950707収載
0.5 腟錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(04頃迄) 01商品
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0.5 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ﾛﾝﾌﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-三笠製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1009中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

0.5 FS-E13 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ0.5)

0.5 μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g あすか製薬-武田薬品工
業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0711ﾋｰﾄ表μ g追加 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.5 TP:110 0.5mg TP-110:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾍﾟﾘｰｽ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 精神安定剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾍﾟﾘｰｽ錠)

0.5 O.S-HS12.5 12.5mg：
12.5mg

糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0905中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

0.5 O.S-HS･F25 25mg：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0911中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

0.5 O.S-HT10 10mg:10 10mg 糖衣錠 橙 無 ﾊｰﾄｼﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 代謝性強心剤 0711中止
0.5 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0305迄) 0302社名
変更 9709ﾋｰﾄ表裏変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9410割線有

0.5 ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0504
販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

0.5 Tw 531:0.5 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠0.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
0.5 KW 091:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾁｾﾀﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 共和薬品工業 精神安定剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
0.5 O.S-KY O.S-KY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｭｰｶﾙｶﾌﾟｾﾙ286mg 球形吸着炭 286mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 慢性腎不全用剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200と規格異なる

0.5 KYO 211:0.5 KYO211 0.5 裸錠 白 有 ｱﾘｿﾞﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 0.5mg 京都薬品工業 循環機能改善剤 9404中止 舌下錠
0.5 O.S L-90 O.S-L90 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｵｦﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎酵素剤 9501中止
0.5 LZ 05 LZ117SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 進化製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
0.5 LZ 05 LZ112SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 進化製薬 抗不安剤 9603中止 9304ﾋｰﾄ変更
0.5 O.S M25 O.S-M25 25mg:25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

0.5 O.S M50 O.S-M50 50mg:50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄ表
面には月→日の表示有り

0.5 O.S MA06 O.S-MA06 6mg:6mg 裸錠 白 無 ﾒﾆｴｰｽ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 めまい･平衡障害治療剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

0.5 PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
0.5 PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
0.5 MT:0.5 MT0.5 0.5mg:IW MT0.5 裸錠 白 有 ﾒﾄﾗｾﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 岩城製薬 高血圧治療剤 9811中止 900713収載
0.5 O.S MZ O.S-MZ 3mg：3mg 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠)
0.5 μ g:0.5 0.5μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅

(淡紅帯)
ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾙﾌｧ

ｶﾌﾟｾﾙ0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

白 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日本ｹﾐﾌｧ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継
に伴い(日本薬品工業へ)

0.5 NM NM 0.5 裸錠 白 無 ｱﾏﾘｰﾙ0.5mg錠 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 0.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

100528収載

0.5 NOM 302:0.5 NOM302:0.5μ g 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日清製油 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9706
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 0310社
名変更 0107製造元社名
変更(前:日清製粉)

0.5 O.S O-20 O.S-OS･20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠20 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
0.5 O.S O-30 O.S-OS･30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠30 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
0.5 RU 203P:0.5 0.5 RU 203P：0.5mg 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本新薬 ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄) 0712承

継(ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽより)
0.5 OH 51:0.5 OH-51 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌﾟｾｰﾌ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大原薬品工業 精神安定剤 920710収載
0.5 TJN ONE:0.5 0.5μ g:0.5μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠
0.5 O.S A0.5 O.S-A0.5 0.5mg:0.5 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

0.5 O.S-V 0.5 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～微黄 ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ

0.5 O.S OT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｵｰﾒｯﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 経口蛋白分解酵素阻害 9810中止 960705収載
0.5 O.S P O.S-P 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｺｽﾛﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 緩下剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
0.5 O.S-PAD PAD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/肌 ﾊﾟﾃﾞｽｷﾝ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 膵･胆道系鎮痙剤 9504中止
0.5 O.S PCD O.S-PCD 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｸﾛｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 血液凝固阻止剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
0.5 PG0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

0.5 PH 310 PH310 0.5 裸錠 白 有 ｴﾝｿﾞｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 0501中止 900713収載
0.5 O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ｵｦﾀ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣) 0112ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

0.5 O.S PL-F O.S-PL･F 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙF錠｢ｵｦﾀ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧･狭心症・頻脈治
療剤

旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠5mg｢ﾃｲｺｸ｣)

0.5 O.S PR O.S-PR 25mg：25mg 裸錠 白～微黄 無 ﾌﾟﾛﾀｰｹﾞﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0906中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

0.5 C-21H 0.5 C-21H 0.5 0.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾗﾝ0.5mg錠 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

0802ﾋｰﾄ変更(表0.5mg追
加等) 0801販売元変更
(前:中外製薬)

0.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 0.5mg（ﾀｸﾛﾘ
ﾑｽとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

0.5 O.S-PRT 糖衣錠 桃 無 ﾋﾟﾘﾄｼﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 92中止
0.5 O.S R O.S-R 裸錠 淡橙 無 ﾚｼﾈｰﾄ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧治療剤 9504中止
0.5 RCD0.5mg 裸錠 黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝD錠｢ｲｾｲ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ｲｾｲ 降圧剤 0108中止
0.5 裸錠 白 有 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠)
0.5 RES-0.5:MECT KI-2142 糖衣錠 淡青 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ｶﾝﾄｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9304中止
0.5 SD 210 SD210 RESCINNA-0.5 裸錠 淡橙 有 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢昭和｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 昭和薬品化工 血圧降下剤 9306中止
0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡赤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606ﾋｰﾄ表裏商品名記載

(ｶﾀｶﾅ) 9610変更
0.5 ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)
0.5 ROCHE 0.5:DU 裸錠 白 無 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠
0.5) 0112ﾋｰﾄ商品名記載

0.5 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 日本ﾛｼｭ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9201変
更
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0.5 O.S RP O.S-RP 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾛｽﾎﾟﾘｱ錠1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-あすか製
薬，武田薬品工業

止瀉剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛｽ
ﾎﾟﾘｱ錠)，ﾋｰﾄ表1mg追加

0.5 O.S-R･S 糖衣錠 淡青 無 ﾚｼﾈｰﾄS錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧治療剤 9504中止
0.5 RTL0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡赤 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 940708

収載
0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｿﾘｱﾙﾑ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9710中止 960705収載
0.5 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽｷﾉﾝ錠0.5 ｶﾙﾎﾞｺﾝ 0.5mg 三共 抗悪性腫瘍剤 0209中止
0.5 O.S-SE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝｴｯｸ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 微小循環改善剤 9504中止
0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
白 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

0.5 SN 0.5 裸錠 白 有 ｼﾉﾐﾝ錠(0.5g) ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ 500mg 塩野義製薬 ｻﾙﾌｧ剤 9003中止
0.5 O.S SN O.S-SN:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｽﾅｰﾎﾞ錠10 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血管障害改善剤 9804中止 920710収載
0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
黄白 ｼｵﾌﾟﾘｶｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止(00以前) 940708収

載
0.5 N SS05 裸錠 白 有 ｼﾐﾅﾝS ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日清製薬 降圧剤 9305中止
0.5 O.S ST10 O.S-ST10 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

0.5 O.S ST30 O.S-ST30 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

0.5 SW-944 0.5:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡褐透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0207ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-CR0.5)削除
940708収載

0.5 SW-946 0.5:0．5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-DF0.5)
削除 田辺三菱製薬とﾋｰﾄ
異なる

0.5 SW 037 SW 037 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ0.5mg追加 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-ME0.5)削除

0.5 SW 917 SW-917 0.5：0.5 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾌﾟﾗｿﾞ
ｼﾝとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0212ﾋｰﾄ表裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ） 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP0.5)

0.5 SW 396 SW-396 0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾕｰﾊﾟﾝ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰﾊﾟﾝ0.5)

0.5 h 142 SX-0.5 h-142 裸錠 白 有 ｾﾀﾞｷｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 高血圧治療剤 9603中止 900713収載
0.5 O.S TK O.S-TK 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘｷﾉｼﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 消化管運動調律剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
0.5 裸錠 白 有 ﾃﾙﾛﾝ錠0.5 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ 0.5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 選択的ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬

追加等) 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

0.5 T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

0.5 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

0.5 TP-605 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾎﾟｽﾛｯﾄﾙSｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・昭和薬品化
工，三笠製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0912中止

0.5 M413 TS-0.5 糖衣錠 赤 無 ﾂｴﾙﾌﾞﾐﾝｴｽ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9104中止
0.5 D7 TSU430 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾑﾅｯﾄ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 鶴原製薬 精神安定剤 0106本体記号追加

920710収載
0.5 Tu-MZ 050 Tu MZ-050 0.5:Tu MZ-

050
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾓｰｽﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
精神安定剤 940708収載

0.5 Tu TR:0.5 Tu TR-050 0.5:Tu TR- 裸錠 白～微黄白 有 ﾀｰｹﾞﾛﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 辰巳化学 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0008中止 950707収載
0.5 Tw.D3 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
0.5 Tw:0.5 Tw.ET0.5 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東和薬品 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(1010迄) 920710

収載
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0.5 Tw.TR0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐 ﾄﾙｼﾄﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
0.5 Tw Z0.5 Tw.LZ0.5 裸錠 白 無 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 東和薬品 抗不安剤
0.5 O.S TX O.S-TX 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠｢ｵｦﾀ｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9504中止
0.5 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 01頃ﾋｰﾄ

変更，記号(TYB0.5)削除
9703ﾋｰﾄ裏商品名記載

0.5 TYK221 0.5μ g:TYK221
0.5

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940708収載

0.5 O.S UR O.S-UR 裸錠 淡橙 有 ｳﾛﾀﾞｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 利尿降圧剤 9504中止
0.5 MCI 062:0.5 MCI062 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
0.5 WPX0.5 裸錠 白 無 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠0.5 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ-山之内

製薬
ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0203迄)

0.5 WPX0.5 0.5mg:0.5mg 裸錠 白 無 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠0.5 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

0.5 Y-CC0.5 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0103中止 940708収載

0.5 Y DP:0.5 Y-DP0.5 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 田辺三菱製薬 精神安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0209ﾋｰﾄ変更

0.5 Y:FL 0.5 Y-FL0.5 0.5mg：0.5mg 糖衣錠 淡橙 無 ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠(0.5) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 0.5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0307ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

0.5 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

0.5 裸錠 白 無 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠0.5mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠0.5)

0.5 SANKYO 131:0.5 裸錠 白 無 ﾒﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 0.5mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

0.5 糖衣錠 微黄赤～帯
黄赤

無 ﾃﾞﾀﾄｼﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 0.5mg 小林化工 血管緊張緩和･血圧降下
剤

0403中止 940708収載

0.5 裸錠 白 有 0.5mgｺﾙｿﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0406中止
0.625 0.625 0.625 糖衣錠(楕円

形)
白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
0.625 0.625 糖衣錠(楕円

形)
白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg ﾜｲｽ-旭化成ﾌｧｰﾏ 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 0407中止 0312社名変更

0310社名変更 9907ｺｰﾄﾞ､
剤型変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

0.625 MO 281 MO281:ROM0.625 糖衣錠 淡桃 無 ﾛﾒﾀﾞ0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

0.625 Ys-SEF-0.625 糖衣錠 褐 無 ｾﾌｧｯｸ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 三全製薬-富士製薬工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9310中止
0.75 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 010706収載(商品名の変

更 前:ｾﾚﾈｰｽ錠)，ﾋｰﾄ変
0.75 裸錠 白 有 ﾊﾛｽﾃﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9911中止 9712ﾋｰﾄ変更，

表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
0.75 075 M622 M622 0.75：0.75mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣S ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0310ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 0002本
体刻印追加(M622)

0.75 KW 806 KW806 0.75mg:KW 806 裸錠 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 日本ｱﾙﾂ製薬-共和薬品
工業

抗精神病剤 旧ﾃﾞｰﾀ（021１共和薬品
工業へ承継）

0.75 KW 806：0.75 裸錠 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 日本ｱﾙﾂ製薬-共和薬品
工業

抗精神病剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0408迄) 021
１承継，本体ｺｰﾄﾞ追加

0.75 B03:PT BRT0.75 B03 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
0.75 75 CHD-0.75 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 長生堂製薬 精神分裂病･躁病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

19 / 332 ページ



0.75 75 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠0.75mg｢CH｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗精神病剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-

0.75 75 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ
ﾙ錠0.75mg｢CH｣に変更)

0.75 YT C1 YT-C1:YT-C1 HEP0.75 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾛｰﾙ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 東亜薬品-山之内製薬 抗精神病剤 0212中止 990709収載
0.75 HLS0.75 裸錠 白 有 ﾊﾛｽﾃﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
0.75 HP 0.75：Kw KwHP0.75 0.75：

KwHP0.75 0.75
裸錠 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更，錠剤

小型化
0.75 KB:0.75 裸錠 白 有 ﾍﾟﾙｾｽ(0.75mg錠) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg ｲｾｲ 精神障害治療剤 0202中止
0.75 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
0.75 Tu SI-0.75 裸錠 白 有 ｽｲﾛﾘﾝ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 辰巳化学 精神病治療剤 96中止
0.75 Y LT:0.75 Y-LT0.75 0.75mg：Y-

LT0.75 0.75mg
裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(0.75mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

0.75 裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 020705収載(商
品名変更 前:ｹｾﾗﾝ錠)

0.75 裸錠 白 有 ﾊﾛｼﾞｬｽﾄ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 堀田薬品合成 精神障害治療剤 99中止
0.8 Tw 149:0.8 0.8 mg:Tw149 0.8mg 裸錠 白 有 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.8mg｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 東和薬品 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 101119収載
0.8 SW 025:0.8 SW-025 0.8mg:SW-025

0.8 mg
裸錠 白 有 ﾒﾃﾞﾎﾟﾘﾝ錠0.8 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 101119収載

0.8 裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.8mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 武田薬品工業 抗不安剤
1 裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本住友製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｷﾈﾄﾝ錠)
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載

1 SN 1 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0312中止 010706収載
1 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ

ﾀｿﾞﾝとして)
武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2

型糖尿病治療剤-
100528収載

1 034 TSU034 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾄﾌﾟﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤
1 FPF718 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱｽﾗﾋﾞﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 藤本製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0408中止
1 AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)

0208ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 9804ﾋｰﾄ変更 9407
収載

1 CG 506 1mg：CG506 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 灰赤 無 ｱﾌｪﾏ錠1mg 塩酸ﾌｧﾄﾞﾛｿﾞｰﾙ水和
物

1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

0712中止 0304頃ﾋｰﾄ変
更 950825収載

1 NPI311C 1.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0508頃ﾋｰﾄ変更，承継に
伴い(日清ﾌｧﾙﾏより)

1 1.0 1.0:TYK151 1 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0808頃本体ｺｰﾄﾞ追加
1 TP 222：1 TP-222 1mg：1mg 裸錠 白 有 ｱﾙﾌﾛｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ・血圧
降下剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  040709収載

1 TKS253 1.0μ g：1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
科研製薬

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

1 ROCHE 243 ROCHE・243：1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
1 SW 171 SW-171 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾛｯｸ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
040709収載

1 n 271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠1mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 日本医薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0007中止 960705収載

1 糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 9910中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 KW 087:1 裸錠 白 有 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 共和薬品工業 睡眠剤 010706収載
1 FJ 02 FJ02:1mg 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg｢F｣ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 経口卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠
1mg)

1 Tw 772:1 Tw772 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 東和薬品 精神安定剤 1012ｺｰﾄﾞ変更
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1 1mg 裸錠 白 有 ｴﾊﾞﾐｰﾙ錠1.0 ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 睡眠導入剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0304ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 Tw 419 Tw 419 Tw419 1mg：1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｴﾒﾛﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050708収載
1 Tw 321 Tw321 1mg:1mg 裸錠 白 有 ｴﾙﾒｻｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 東和薬品 末梢循環障害改善剤 091113収載
1 SW 727 SW-727 1:1mg 裸錠 白～微黄白 有 ｴﾝﾁﾆﾝ錠1 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)]
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 筋緊張緩和剤 02ﾋｰﾄ変更 960705収載

1 裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

1 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本新薬 ACE阻害剤 0903頃ｺｰﾄﾞ変更
1 NS 507 NS507 1：1mg 裸錠 白 有 ｶｽﾞﾏﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ，第
一三共ｴｽﾌｧ

血圧降下剤 040709収載

1 FJ 24:1 FJ24 1mg:1mg 裸錠 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢F｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
1 KW 179 1.0:KW179 1.0 裸錠 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ｱﾒﾙ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080704収載 十字割線
1 TG 132:１ TG132 1 裸錠(楕円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0710社名変更（前：田辺

製薬） 070706収載
1 M202 M202 1.0mg:M202 1.0mg 裸錠(楕円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080201収載(商品名変

更，前:ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢
ﾒﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

1 ｎ 253 裸錠(十字割 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢日医 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 日医工 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
1 MED 031：1 1mg：1mg 裸錠 白 有 ｶﾙﾄﾞﾅﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 050708収載

1 t 44 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

1 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-
D3製剤

0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9803ﾋｰﾄ変更 9007
収載

1 KW 173:1.0 KW173:KW173 1.0 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 共和薬品工業・ﾏﾙﾎ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0806商品名変更(前:ｶﾙ
ﾌｨｰﾅ錠1.0)

1 TYK187 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｾﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0812ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ1mg｢TYK｣に変更)

1 YD 020 裸錠 淡黄 有 ｷｿﾗﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 陽進堂-日医工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0612中止 0409本体刻印
1 硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放

性)
白/橙 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 1mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ

として)
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

1 R117:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾗﾚｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 龍角散・日医工 止瀉剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾚｯﾄｶﾌﾟｾﾙ)

1 EE 67:1 EE67 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢
EMEC｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 KN 356:1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 AK 222 AK222 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢AA｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg あすか製薬-武田薬品工
業

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 BMD 17 BMD17 1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢BMD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 EE 213:1 EE213 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢EMEC｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 JG F77 JG F77 1:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢JG｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 KN 354:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 K O KTB112 1mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢KO｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 寿製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載 3mg錠と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

1 NP 715:1 1:NP-715 1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢NP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 TU 372:1 TU372 1mg:TU372 1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢TCK｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 辰巳化学･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載
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1 YD 577 YD577 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢YD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 陽進堂 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 ZE 34:1 ZE34 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ZE｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 全星薬品工業-全星薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 IC 31 IC-31 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｲｾｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 大正薬品工業-ｲｾｲ，ｶｲ
ｹﾞﾝ，ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 OH 13:1 1mg OH-13:1 mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 大原薬品工業･第一三共
ｴｽﾌｧ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 NPI 121 NPI 121:NPI 121 1 mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 TTS 570:1 TTS-570 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾀｶﾀ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 高田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 TG 51:1 TG 51 1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 Tw 351:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 M 211:1 M211 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 KRM 122 KRM122 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢杏林｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 KC 40:1 KC40 1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢科研｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 KT 800 KT800 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢興和ﾃ
ﾊﾞ｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 興和ﾃﾊﾞ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 Sc 322:1 Sc322 錠剤(楕円形) 微紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢三和｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 三和化学研究所 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 ｎ 890:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢日医工｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日医工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 NS 356 NS356 1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢日新｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日新製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 t 411 裸錠 黄 有 ｸﾚﾏｽﾁﾝ錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として)

大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾚﾙﾐﾝF錠)

1 OH-130  OH-130 OH-130 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｹﾄﾁ
ﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ)

1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
1.0μ g(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

1 CHO 1 [ｼｰｴｲﾁｵｰ] CSA 1 裸錠 白 有 ｻﾓﾌｧﾛﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 経口抗凝血剤 0312中止 0107販売，ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 SANDOZ：OL 1mg：1mg OL 裸錠 白 無 ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615
迄)，商品名変更に伴い
(新:ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg) 03
頃ﾋｰﾄ変更，表OL削除，

1 Tw 277 Tw277 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（十字
割線）

白 有 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠1mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg（無水物
として）

東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載

1 Tw 116 Tw116 1 裸錠 白 無 ｽｶﾙﾅｰｾﾞ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東和薬品 持続性心身安定剤 970711収載
1 Tw.SD Tw.SD 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾃﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｽﾌﾟ

ﾃﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ)
1 MP 1 ORGANON MP1:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 高血圧症･狭心症･不整

脈治療剤
0906中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ)

1 HD 137 1mg HD-137:1mg 裸錠 白 有 ｾﾌﾞﾚﾁﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･ﾏｲﾗﾝ製薬 筋緊張緩和剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ｾﾌﾞﾚﾁﾝ錠)
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1 KW 237 KW237 1:KW237 1 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾆﾙ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0105本体割線追加
980710収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 0107ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 T M 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 9807

変更 9712ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 NR 1 ORGANON NR1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

1 CH CH 1 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

筋緊張緩和剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾈﾘﾝ錠
1mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

1 n 571 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾆﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日医工 筋緊張緩和剤 0210ﾋｰﾄ変更，1mg追加，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
980710収載

1 TYK265:TYK265 1mg 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 筋緊張緩和剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 001 糖衣錠 白 無 ﾁﾞｯｸｽS ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 89中止
1 CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0902迄)
1 糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ﾁｮｺﾗA錠1万単位 ﾋﾞﾀﾐﾝA油 10000ﾋﾞﾀﾐﾝA

単位
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝA製剤 0701ﾋｰﾄ記号変更(表1万

単位追加，裏10mg->1万
単位)，商品名変更に伴

1 OH 135 OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠1mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠)

1 OH 135 OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 旧品名(080620ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰ
ﾙ塩酸塩錠1mg｢ｵｰﾊﾗ｣に
変更) 04頃ﾋｰﾄ変更

1 1μ g：1μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 沢井製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 沢井製薬と
ﾋｰﾄ異なる

1 MO 235 MO235:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｨﾅｹﾞｽﾄ錠1mg ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ 1mg 持田製薬 子宮内膜症治療剤 071214収載
1 OH 167 OH-167 1mg:OH-167

1mg
裸錠 白～帯黄白 有 ﾃｵﾚｰﾄ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 大原薬品工業 筋緊張緩和剤 0203中止 990709収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
1 MO 130 MO130 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠1mg ﾏﾚｲﾝ酸ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝ 1mg 持田製薬 四環系抗うつ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠)
1 TSU 431 TSU431 1mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾄﾘﾈﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 鶴原製薬 筋緊張緩和剤 02頃本体ｺｰﾄﾞ追加

980710収載
1 BMD 5:1 BMD5 1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢

BMD｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

1 JG E53:1 JG E53 1:1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

1 KTB 47 1mg KTB47 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
KTB｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 寿製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

1 NP 333 NP-333 1mg:1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
NP｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

1 NS 554:1 NS554 1:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
NS｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日新製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

1 TYK540 1:TYK540 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

1 TU 223:1 TU223:TU223 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
TCK｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 辰巳化学 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

1 YD 553:1 YD553 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
YD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

1 t E3 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 大洋薬品工業 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載
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1 TTS 510 TTS-510 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ﾀ
ｶﾀ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾀﾞｲﾄ-高田製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

1 TG 005 TG005 1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

1 Tw 521:1 Tw521 1mg:1mg 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 東和薬品 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

1 ｎ 060:1 裸錠 白 無 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

1 RP 1:☆ORGANON 裸錠 白 有 ﾃﾗﾅｽ錠5 塩酸ﾛﾒﾘｼﾞﾝ 5mg MSD 片頭痛治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

1 NS 121 NS121：1mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾃﾙｻﾞﾆﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日新製薬 筋緊張緩和剤 0301本体刻印追加
970711収載

1 B H 1mg:BH 1mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾃﾙﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg（ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして）

日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

中枢性筋弛緩剤 0211ﾋｰﾄ変更

1 EE 21：1 EE21 1mg：1 裸錠 白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝM錠1｢EMEC｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 血圧降下剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾄｯｸｽM錠
1) 040709収載

1 YD 522：1 YD522 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1mg｢YD｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，高田製薬 血圧降下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝ錠YD1mg)，ﾋｰﾄ表1mg
追加

1 TG 002:1 TG002 1 裸錠 白～微黄 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ
ﾝとして)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

1 n 735 裸錠（十字割
線）

白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日医工 血圧降下剤 040709収載

1 Tw 141:1 Tw141 1mg：1mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾅｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

東和薬品 血圧降下剤 040709収載

1 TKS 27 TKS27 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉﾘﾌﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0304中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

1 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0104ﾋｰﾄ
表変更，商品名記載，記
号(TYC 1.0)削除

1 YT A1 1mgYT-A1:1mg 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝｻﾞｸﾄ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性心身安定剤 0212中止 0112ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 OH 204 OH-204 1mg：1mg 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ錠1mg
「OHARA」

ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 大原薬品工業・日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

0504ﾏﾙｺ製薬中止

1 NP 122:1 NP-122 1mg:1mg 裸錠 白 無 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠1mg｢ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 090515収載
1 KYO 251 KYO251 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ﾅﾄﾘｯｸｽ錠1 ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 1mg 京都薬品工業-日本ｾﾙ

ｳﾞｨｴ，大日本住友製薬
持続性非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧
剤

0702剤型変更(前:糖衣
錠，円形)，割線追加，ﾋｰ
ﾄ表1mg裏mg追加 020705
収載(商品名変更 前:ﾅﾄ
ﾘｯｸｽ錠)

1 001 糖衣錠 赤 無 ﾆﾁﾋﾞﾀE･S錠 ｺﾊｸ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙｶﾙｼｳ 100mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 89中止
1 001 裸錠 黄～淡黄 有 ﾆﾁﾋﾞﾀK1 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 日本医薬品工業 止血剤 89中止
1 LT 1:☆ORGANON LT1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg MSD 抗てんかん剤，躁病・躁

状態治療剤
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

1 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0705ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0304ﾋｰﾄ変更

1 PH117：1mg 裸錠 白 有 ﾊｲﾆｭｰｽ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0710中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

1 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 SW 711 SW-711 1：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾌﾟｰﾙ錠1mg ﾏﾚｲﾝ酸ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 四環系抗うつ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｿﾌﾟｰﾙ錠)

1 001 裸錠 淡黄～黄 無 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞﾏｲﾛﾝ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 日本医薬品工業 合成抗菌剤 89中止
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1 O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ｵｦﾀ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣) 0112ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 PB 1:☆ORGANON PB1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

MSD 止しゃ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝ錠)

1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾏﾙﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ﾌﾏﾙ
ﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ)

1 EE 05 EE05：1 裸錠 白 有 ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ錠1mg｢
EMEC｣

ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として)

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 MH 273:1 MH273 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1｢ﾎｴｲ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

1 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9912本体刻印(1)追加等

1 SW 777 SW-777 1:1mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾘｯｸ錠1 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

030704収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 ｔ 38 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠1mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0404販売
1 YT Z1 50mgYT-Z1:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾟﾛｴｽL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 徐放性前立腺肥大症治

療剤
0212中止 0206ﾋｰﾄ変更

1 EE 07:1 EE07 1mg：1 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1mg｢ ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 精神神経安定剤 1001中止
1 NS 41 NS401：1mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾙｽﾀﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802中止 0606商品名変

更(前:ﾍﾞﾙｽﾀﾁﾝ錠) 0210
本体ｺｰﾄﾞ化

1 HC 78:1 HC78 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾎｸﾅﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 閉塞性気道疾患用剤 050610品名変更(前：ﾎｸﾅ
ﾘﾝ錠)

1 KTB114 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ1mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

101119収載

1 1μ g:1 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾎﾟﾛｾｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 020809収載
1 TSU703 TSU703 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏｺﾞﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 鶴原製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ﾏｺﾞﾁ

ﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ)
1 TSU684 1mg 錠 黄 有 ﾏｺﾞﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ

として）
鶴原製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0705中止

1 裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として)

大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(100528ｸﾚﾏｽﾁﾝ
錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

1 n 706 裸錠 白 無 ﾐｸﾞﾘﾌｪﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日医工 起立性低血圧･血管性頭
痛治療剤

0607中止 0308本体ｺｰﾄﾞ
刻印，ﾋｰﾄ変更 9103変更

1 T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0409
頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載表
→裏他)

1 MK 09：1 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工-明治製菓 血圧降下剤 040709収載

1 MK 09：1 MK09 1mg 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工 血圧降下剤 040709収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

1 JD 23：1 JD 23 1mg 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1mg
「JD」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ
ﾝとして)

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 血圧降下剤 0711中止

1 SW 038 SW-038 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠1 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-ME1)削除 920710収
載

1 136 糖衣錠 白 無 ﾒﾎﾟﾗﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 大洋薬品工業 鎮痙剤 0801中止

1 MLB  MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として)

大洋薬品工業・三和化学
研究所

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)

1 Tw 111 Tw111 1 裸錠 白 無 ﾒﾘｽﾄﾗｰｸ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 東和薬品 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 960909承認 9707頃販売
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1 Tu-MZ 100 Tu MZ-100 1:Tu MZ-100
1mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｰｽﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 辰巳化学･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

精神安定剤 101119収載

1 NPI 124A NPI-124A:1 裸錠 白～淡黄白 有 ﾓﾄﾅﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 筋緊張緩和剤 0204ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 970711収載

1 YT P1 50μ gYT-P1：50μ g 裸錠 白 有 ﾔﾏﾛｰﾙ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 東亜薬品-山之内製薬 気管支拡張剤 0212中止 0107販売
1 001 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾘｳﾏﾋﾟﾘﾝK｢日医工｣ ｹﾄﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業 ﾘｳﾏﾁ･痛風治療剤 89中止
1 JP 107 JP107 1mg:1mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠1mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 070706収載

1 SW RP5 SW-RP5:1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 沢井製薬 抗精神病剤 090515収載

1 TTS 520 TTS-520 1mg:1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 高田製薬 抗精神病剤 091113収載

1 Tw 355:1 Tw355 1mg:1mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 東和薬品 抗精神病剤 091113収載
1 MK 21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 小林化工-明治製菓 抗精神病剤 070706収載 小林化工と

ﾋｰﾄ異なる
1 MK 21 MK21 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 小林化工 抗精神病剤 070706収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
1 OH 60:1 OH-60 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢CH｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
抗精神病剤 070706収載

1 NP 352:1 1mg NP-352:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 070706収載
1 NT 236:1 1mg NT-236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
1 t 76 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
1 TTS 176:1 TTS-176 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 高田製薬 抗精神病剤 080704収載
1 Tw 013:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 東和薬品 抗精神病剤 090515収載
1 M 905 M905 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗精神病剤 080201収載(商品名変

更，前:ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾒ
ﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

1 n 931 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 日医工 統合失調症治療剤 070706収載
1 裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠1mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾊﾞﾛ錠1mg ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 1mg 興和-興和創薬，第一三

共
HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0610販売会
社社名変更，統合に伴い
(前:興和) 030912収載

1 KW 829:1 KW829 1:KW829 1 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 共和薬品のﾛﾍﾟｰﾙ錠
1mg(ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

1 SB:892 SB892:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄緑 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠1mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 1mg(ﾛﾋﾟﾆﾛｰ
ﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(0805迄)
061201収載

1 SB:4892 SB4892:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(五角
形)

淡黄緑 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠1mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 1mg(ﾛﾋﾟﾆﾛｰ
ﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

0805ｺｰﾄﾞ，剤型変更

1 XD 1:☆ORGANON XD1:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg MSD うつ病･うつ状態治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

1 KW 808:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

1 TTS 240 TTS-240 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白/微黄
白

ﾛｰｾﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 高田製薬 止瀉剤 0106中止 97ﾋｰﾄ変更

1 KW 829:1 KW829 1 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 精神分裂病治療剤 0007中止 共和薬品のﾙﾅ
ﾌﾟﾛﾝ錠1mg(ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

1 LP250  LP250 LP250:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾅｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 堀井薬品工業-ﾏｲﾗﾝ製
薬

止瀉剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾍﾟﾅｶﾌﾟｾﾙ)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)
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1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(0811迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ)

1 JP302  JP302 JP302 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 止瀉剤 0811ｺｰﾄﾞ変更
1 LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 旧品名(0911ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸

塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

1 LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 0911商品名変更(前:ﾛﾍﾟﾗ
ﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg)

1 裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0407本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
1 t 432:1 裸錠 白 有 ﾜｰﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 経口抗凝血剤 0503販売
1 NS 336 NS336 1：1mg 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 日新製薬 経口抗凝血剤 0805ﾋｰﾄ表変更(1mg→

NS336 1) 0711ﾋｰﾄ表変
更(NS336 1→1mg)

1 HD 372:1 HD-372 1mg:1 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠1mg｢HD｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･田辺三菱製
薬

経口抗凝血剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304社名変
更（前：菱山製薬）

1 MK 07：1 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠1 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 小林化工-明治製菓 睡眠誘導剤 040709収載
1 MK 07：1 MK07 1mg 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠1

「MEEK」
塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 小林化工 睡眠誘導剤 040709収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
1 YO CC1 YO CC1 500mg:YO CC1 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸剤 010706収載，商品名変更

に伴い(前:炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣)
1 YO CC1 YO CC1 500mg:YO CC1 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸剤 010706収載，商品名変更

に伴い(前:炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣)
1 HF116A1 糖衣錠 類白 無 ﾀﾛﾌｧﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 陽進堂 抗めまい剤 95中止
1 HF217A1 糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂 虚血性心疾患治療剤 9503中止
1 HF290A1 糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾘｻﾞﾉｰﾙ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 陽進堂 自律神経賦活剤 95中止
1 HF252A1 糖衣錠 茶 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠｢

ｹﾝﾕ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 陽進堂 子宮収縮止血剤 95中止

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾐｶﾑﾛ配合錠AP ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ，ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑ
ﾛｼﾞﾋﾟﾝ

40mg，5mg(ｱ
ﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとし
て)

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT1
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ/持続性
Ca拮抗薬合剤

100917収載

1 Adx 1:A(Aの右足は下向
き矢印)

1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ錠1mg ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ 1mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ錠)

1 CG 506 AFE1:CG 506 AFE1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 灰赤 無 ｱﾌｪﾏ錠1mg 塩酸ﾌｧﾄﾞﾛｿﾞｰﾙ水和
物

1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

旧ﾋｰﾄ（0304頃迄）
950825収載

1 AJ1 10 AJ1 10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾃﾚｯｸ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 味の素製薬-持田製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

1 AJ1 5 AJ1 5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾚｯｸ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 味の素製薬-持田製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

1 ALF 1 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9806ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 AML RIS1 1mg 1:AML RIS1 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 070706収載
1 AML RIS:OD 1 OD1 1mg:AML RIS OD1

OD1
裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 091113収載

1 AR1.0:TKS253 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ﾅｶﾞｾ医薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0204頃迄)

1 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤透明 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，ﾏ
ｲﾗﾝ製薬，辰巳化学

Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0704販売
会社社名変更(前:科薬)

1 AZ:1 AZ 1mg:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ錠｢ｲﾜｷ｣
1mg

塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 岩城製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1003中止 970314承認
9707頃販売

1 AZE 1mg:AZE 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9605本

載
1 AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0701頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
1 TTS 112 TTS-112 1mg 裸錠 白 無 ｱｽﾞﾄﾚﾑ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 高田製薬 持続性心身安定剤 970711収載
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1 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)
9706ﾋｰﾄ変更

1 1B：5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更
1 裸錠 白 有 ﾍﾞﾗﾁﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 田辺三菱製薬 閉塞性気道疾患用剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾗﾁﾝ錠)
1 BM 1 BM1

BZ100:Bezalip100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ100mg錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日本ﾛｼｭ 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9808会

社統合に伴い承継
950602収載

1 BM 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載（品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ100mg
錠)

1 BMD1 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

淡黄白 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0803ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(富士ｶﾌﾟｾﾙより)

1 CD BPN 1mg 裸錠 白 無 ﾍﾞﾙﾋﾟｵｰﾈ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 緩下剤 9912中止 940708収載
1 PT B04 BRT1 B04 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
1 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0303迄) 9711ﾋｰﾄ

変更
1 1C:75μ ｇ 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.075mg->75

μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75)

1 C 1 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701) 970711
収載 ﾋｰﾄ裏一般名記載

1 C 1 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
1 MS C01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗｽﾄ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.68mg 明治製菓 胃粘膜血流改善を为作

用とする胃潰瘍治療剤
0912中止

1 C-1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｺﾊﾟﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

精神安定剤 9304本体ｺｰﾄﾞ化 920710
収載

1 HF217C1 糖衣錠 赤 無 ﾀﾛﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 陽進堂 冠循環改善剤 9503中止
1 C1 C1 80mg:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢SN｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 前立腺癌治療剤 090515収載
1 CAL1μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ･高田製薬，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧品名(0806ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾ

ﾙ1.0μ gに変更)，旧ﾋｰﾄ
1 CAL1μ g:CAL1.0 COX 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9803中止
1 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ

変更 900713収載
1 PSK C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
1 1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除

0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

1 CAT-1.0μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ
ﾗｰ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

1 Y CB1 Y-CB1 CBT:1mg 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 全星薬品工業-全星薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706中止 0208ﾋｰﾄ変更
011225承継（三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏより），ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

1 CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 96ﾋｰﾄ
変更 911206収載

1 CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 0902ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.1mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
1 CH1

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾙｶﾒｯﾄ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090925ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠

200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

1 CH1 CH1 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

H2受容体拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｶﾒｯﾄ錠
200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

1 CHA01 糖衣錠 淡橙 無 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 長生堂製薬 精神分裂病･躁病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)

28 / 332 ページ



1
1

裸錠 白 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

長生堂製薬-田辺製薬販
売

血圧降下剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

1 Pfizer:CHX 1.0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡青 無 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠1mg 酒石酸ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ 1mg(ﾊﾞﾚﾆｸﾘ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ α 4β 2ﾆｺﾁﾝ受容体部分
作動薬(禁煙補助薬)

080418収載

1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢CH｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧品名(101119ｾﾌｼﾞﾆﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄ

1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に
伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢CH｣)，ﾋｰﾄ若干変

1 COA1:COAX 裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 日本ﾍｷｻﾙ-三和化学研
究所

循環改善剤 0202中止 9801ﾋｰﾄ表ｺｰ
ﾄﾞ化 9503製造元変更 舌
下錠

1 CPL-1 裸錠 白 無 ｶﾙﾋﾟﾛｰﾙ-1 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 長生堂製薬 高血圧･不整脈治療剤 8904中止
1 D 01 D01 DOJ：75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75｢DJ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
同仁医薬化工-東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ

H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東京田辺製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで) 900713
収載

1 裸錠 白 無 ｼﾞﾒﾄｯｸｽ錠1 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

持続性心身安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 0305ﾋｰﾄ変更（裏

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲｱﾘｺｰﾙ錠 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ｷｯｾｲ薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0308中止 0208ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

DL1)削除等
1 DP1:TP-149 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾝﾌﾟﾚｽ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 高血圧治療剤 0902中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
1 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ

ﾐﾝ
1mg 第一三共 消化器系鎮痙･鎮痛剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠)
1 T M DWN-1 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ

として)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9603社

名変更 94本体刻印
1 TYK202 1:TYK202 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日医工
精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 920710収載
1 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
1 RU:001 E RU 001E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾀﾞﾛﾝ錠 ﾌﾛｸﾀﾌｪﾆﾝ 200mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 速効性鎮痛剤 0212中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9301販
売元変更

1 E 1 E1 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢DK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

1 t E1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

1 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠1mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

1 EC 01 EC 01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠100 塩化ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ 100mg 大塚製薬 先天性代謝異常治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9302まで) 900525
収載

1 EE 01 EE01：0．125 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg｢
EMEC｣

ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 EK 01 EK01 0.1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ錠0.1「EK」 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 小林化工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

1 EKT-1 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ葛根湯ｴｷｽ錠T 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ葛根湯ｴｷｽ
錠T)，社名変更に伴い

1 EP 01:2.5 EP01 2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢EP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 旧品名(100917ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
錠2.5mg｢DSEP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴い(新:
第一三共ｴｽﾌｧ) 080704

29 / 332 ページ



1 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧本体，旧ﾋｰﾄ(9912ま
で) 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載

1 ERN1:1mg 裸錠 白 有 ｴﾙｶﾛﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 全星薬品工業 循環改善剤 0605中止 0307ﾋｰﾄ変更
舌下錠 十字割線

1 ES 1 ES1 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢SN｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

1012中止

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁﾄﾞﾗｰﾙ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定剤 中止 950707収載
1 CF:EV1.0 SCHERING 裸錠 白 有 ｴﾊﾞﾐｰﾙ錠1.0 ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9601ﾋｰﾄ

変更 900824収載
1 t F1 口腔内崩壊錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠50mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 090515収載

1 FJ 01 FJWF 裸錠 白 有 ｱﾚﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 富士製薬工業 血液凝固阻止剤 旧ﾋｰﾄ（0305迄） 0101本
体刻印 0002販売

1 FJ 01 ＦＪ01 1mg 裸錠 白 有 ｱﾚﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 富士製薬工業 血液凝固阻止剤 0305ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更（前：Ｆ
ＪＷＦ），裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

1 FL 231-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙﾛﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日本ﾍｷｻﾙ 止瀉剤 0010中止 980119承認
9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

1 Tu-BA 001 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾄﾗｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 睡眠導入剤 辰巳のﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠
1mg(ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ)と本体

1 FS-E14 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ1.0)

1 FS H01 FS-H01 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾒﾁﾞﾝ錠 肝臓加水分解物 100mg 扶桑薬品工業 肝水解物製剤 9412中止
1 FS-M01 裸錠 黄 有 ﾏｽﾊﾙﾐﾝ錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 9704中止
1 FS U01 FS-U01 裸錠 白 有 ｱﾌﾟﾄﾞﾙﾐﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 扶桑薬品工業 循環増強剤 0504中止
1 FZ-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｺﾝｻｰﾄ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ，ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 富士ﾚﾋﾞｵ 降圧利尿剤 9302中止
1 G 1 G 1 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢AFP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

1 裸錠 白 無 ﾋﾎﾟﾗｰﾙ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg あすか製薬-武田薬品工
業

起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾎﾟﾗｰﾙ錠)
0804ﾋｰﾄ表1mg追加

1 μ g:1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g あすか製薬-武田薬品工
業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0711ﾋｰﾄ表μ g追加 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶﾀｶ

1 GD 1 GD 1 1mg:1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢AFP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 GL 1 GL1 OD:GL 1 1 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 GS:FC1 GSFC1:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0208ｺｰﾄﾞ変更

1 GSMZ1 12.5 GSMZ1 12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠12.5mg ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞｵﾗﾐﾝ 12.5mg(ｴﾙﾄﾛ
ﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞとし

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口血小板増加薬/ﾄﾛﾝ
ﾎﾞﾎﾟｴﾁﾝ受容体作動薬

101210収載

1 GX CF1 GX CF1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微黄白 無 ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500 塩酸ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ 500mg(ﾊﾞﾗｼ
ｸﾛﾋﾞﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000825収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 GX CH1 GX CH1 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｲﾑﾗﾝ錠50mg ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 免疫抑制剤 0712商品名変更(前:ｲﾑﾗ
ﾝ錠) 0507ｺｰﾄﾞ，ｻｲｽﾞ変

1 GX CM1 GX CM1 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9912本体，ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 HC 78:1 1:HC78 Hokunalin 裸錠 白 有 ﾎｸﾅﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 閉塞性気道疾患用剤 旧品名(0506迄)，品名変
更(新:ﾎｸﾅﾘﾝ錠1mg) 旧
ﾋｰﾄ(02迄)

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｪﾙﾁﾝ錠1 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

1 HK 1:☆ORGANON HK1:100mg HK1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg ｵﾙｶﾞﾉﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ)-三共(日
本ｵﾙｶﾞﾉﾝ輸入)

不整脈･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 921127
収載
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1 HK 1:☆ORGANON HK1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

1 HL01 HL01 HLP-0.1 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾘｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

1101中止 080704収載

1 HLS1 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
1 H1 HPC001 裸錠 白 有 ｺﾝｽﾞｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 原沢製薬工業-ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸ

ｽ
気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾝｽﾞｰﾙ錠)
1 M617 HS-1 裸錠 淡黄 有 ﾋｽﾀﾒｼﾞﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 模範薬品研究所 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9104中止
1 HT1U 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ﾎﾘﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 堀田薬品合成 消炎酵素剤 9601中止
1 HT 1Y HT1Y ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾏﾘｵｯﾄﾝ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 堀田薬品合成 広範囲経口抗菌剤 中止 950707収載
1 HYDERGINE 裸錠(十字割

線)
白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ舌下錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
循環改善剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9710ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 HYDERGINE 1mg：1mg HYG 裸錠(十字割 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ舌下錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環改善剤 03頃ﾋｰﾄ変更
1 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

1 IC 1 IC1 YOU2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾖｰﾋﾟｽ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｲｾｲ-三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｰﾋﾟｽ錠) ｲｾｲ
とﾋｰﾄ異なる

1 IC 1 IC1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾖｰﾋﾟｽ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｲｾｲ 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｰﾋﾟｽ錠) 三
和化学研究所とﾋｰﾄ異な

1 ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄) 0504
販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

1 IC-522 1mg:ISP1mg 裸錠 淡橙 有 ｲｾﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0710中止 900713収載
1 IW 01 TB 125mg:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾋﾞｰﾅ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
岩城製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

1 JD 01 JD01 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg「JD」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性高血圧・狭心症治
療剤

1002ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ)

1 1 JG 1JG 10:10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠10mg｢JG｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤(口腔内
崩壊錠)

070706収載

1 JG G01:80 JG G01 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢JG｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺癌治療剤 091113収載
1 JG J01:100 JG J01 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

JG｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

1 K1 K1 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（三角
形）

白 無 ｶｲﾄﾘﾙ錠1mg 塩酸ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ 1mg（ｸﾞﾗﾆｾﾄ
ﾛﾝとして）

中外製薬 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0407頃ｺｰﾄﾞ形状変更

1 TSU580 5mg:5mg 糖衣錠 橙黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

1 K1 h-225 裸錠 淡黄 無 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ錠｢ﾎｴｲ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9609中止
1 Tw 532:1 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
1 KB DA-1 DA-1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0107迄) 9609ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収

1 KB-S1 KB-S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 0008ﾋｰﾄ

1 KB TT1 TT10 裸錠 白 無 ﾃﾗﾁｰﾑL10 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

9807中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ安中散ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
0504中止 940708収載
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1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ錠250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質
製剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

1 KL211 耳:KN1mg 裸錠 白 有 ｺﾀﾞﾏﾐﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 血管性頭痛･起立性低血
圧治療用剤

9207中止

1 KR01 250 KR01 250：250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｫｽﾌﾞﾛｯｸ錠250mg 塩酸ｾﾍﾞﾗﾏｰ 250mg 協和発酵ｷﾘﾝ 高ﾘﾝ血症治療剤（ﾘﾝ結合
性ﾎﾟﾘﾏｰ）

0810社名変更，合併に伴
い(前:ｷﾘﾝﾌｧｰﾏ) 0707社
名変更(前:麒麟麦酒)

1 KS-1 糖衣錠 赤橙 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25｢小林｣ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 小林製薬工業 冠血管拡張･抗血小板剤 9706中止
1 KTB C-1 KTB-C1:CAG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶｸﾞﾀﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 寿製薬 止瀉剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｶｸﾞﾀﾞﾘﾝｶﾌﾟｾ
1 KTB S1 25mg KTB S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 寿製薬 狭心症･不整脈治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)

1 KTF 1mg  KTF 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として)

大洋薬品工業・三和化学
研究所

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ﾒﾗﾎﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ)，ｺｰﾄﾞ変更

1 KW 001 KW001:KW001 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽｹｰﾄ錠300mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg 共和薬品工業 無機質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｹｰﾄ錠)，

KW001等)
1 KW 092:1 KW092 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾁｾﾀﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 共和薬品工業 精神安定剤 920710収載
1 Kw GL1 KwGL1 1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 共和薬品工業 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

1 Kw HP1：HP 1 KwHP1 1：KwHP1 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408ｺｰﾄﾞ変更
1 KY01 耳:MCC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
300万単位 科薬 抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄)

1 KY01  KY01 MCC300万単位 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ300万単
位

ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

300万単位 ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

1 KY 07 KY･ES-1 1mg 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg｢科薬｣ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 0704社名変更(前:科薬)
0306ﾋｰﾄ変更（記号裏記
載表，裏商品名記載(ｶﾀｶ

1 KYO 212:1.0 KYO212 裸錠 白 有 ｱﾘｿﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 京都薬品工業 循環機能改善剤 9904中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 舌下錠

1 L1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠100mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9712ﾋｰﾄ変更
940708収載

1 LC 1 LC1 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢科
研｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大興製薬-科研製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

1 LZ 1 LZ117SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 進化製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
1 LZ 1 LZ112SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 進化製薬 抗不安剤 9403中止 9304ﾋｰﾄ変更
1 裸錠 わずかにまだ

らをもつ淡黄
褐

有 ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ錠2.5mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾛｰﾙ錠12mg 塩酸ﾃﾛｼﾞﾘﾝ 12mg ｷｯｾｲ薬品工業 頻尿･尿失禁治療剤 9109中止
1 MED-001 MED-CK 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙赤 ｺｶｵｰﾙE ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ 脂質代謝･血行改善剤 9209中止

1 MK 01 MK01 37.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg
｢MEEK｣

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 050520

治製菓とﾋｰﾄ異なる
1 MLB  MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ

として)
大洋薬品工業・三和化学
研究所

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0812ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)，旧ｺｰﾄﾞ
0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

1 KH801 耳:MMC 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾄﾏｲｼﾝ錠協和 ﾏｲﾄﾏｲｼﾝC 1mg 協和発酵工業 抗悪性腫瘍剤 9903中止

32 / 332 ページ



1 1:PT 433 裸錠 淡橙 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴
い）

1 MS A01 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗﾐﾝ舌下錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 明治製菓 脳･末梢循環障害改善剤 9212中止
1 MS A01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢明治｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
明治製菓 持続性Ca拮抗薬 1011頃片面割線→両面

割線 080704収載
1 MS C01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗｽﾄ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.68mg 明治製菓 胃粘膜血流改善を为作

用とする胃潰瘍治療剤
0912中止

1 MS E01 裸錠 白 無 ｴﾘｵｯﾄ21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

明治製菓 経口避妊剤(1～10日分) 0107中止 990902販売
990616承認 薬価未収載

1 MS K-01  MS K-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢明
治｣

一硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 250mg 明治製菓 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ明治)

1 MS M-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒｿﾞﾘﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 明治製菓 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

9202中止

1 MS N01
単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠50万単位｢明
治｣

ﾅｲｽﾀﾁﾝ 50万単位 明治製菓 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠明
治)

1 MS R01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
1 MS V01 MS VK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ錠明治 ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9007中止
1 MS W-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9012中止
1 MS X-01  MS X-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 明橙/明橙 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ
1 MT:1 MT1 1mg:IW MT1 裸錠 橙 有 ﾒﾄﾗｾﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 岩城製薬 高血圧治療剤 9811中止 900713収載
1 PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万

単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更

に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

1 MWT-001 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大正 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0106中止 9907販売

1 MX 1 MX1 5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢科研｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9807ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

1 裸錠 白 有 ﾈﾌﾟﾀｻﾞﾝ錠 ﾒﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 緑内障緩解剤 0005中止
1 N1

SANDOZ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0912中止 0609ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾚﾌﾟﾀﾝ錠 塩酸ﾎﾐﾉﾍﾞﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで) 0102本
体ｺｰﾄﾞ追加 8905色変更

1 N01:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾚﾌﾟﾀﾝ錠 塩酸ﾎﾐﾉﾍﾞﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮咳剤 06秋頃中止 0208ﾋｰﾄ変
1 n 001 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢

日医工｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
060707収載

1 μ g:1μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(淡紅帯)

ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾙﾌｧ
ｶﾌﾟｾﾙ1.0(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

1 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日本ｹﾐﾌｧ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継
に伴い(日本薬品工業へ)

1 n EP1 裸錠 白 有 ｴﾎﾟｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 日医工 循環改善剤 0210ﾋｰﾄ変更 9809承継
1 NF01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白緑/緑 ﾁﾞｱﾛｰﾙ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 日本商事 降圧利尿剤 9011中止
1 NMK NMK NMK 1 1 裸錠 淡紅 有 ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
1004ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
表→裏等)

1 NOM 303:1.0 NOM303:1.0μ g 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日清製油 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9706
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 NR-D1 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ-D錠1 塩野義製薬 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 9404中止

33 / 332 ページ



1 NT 1:☆ORGANON NT1:25mg 裸錠 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾋﾞｼｮｯ
ﾄ錠25)

1 NZ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

1 NZ 1 NZ1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9812ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載)，表裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

1 RU 203K:1 1 RU 203K：1mg 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本新薬 ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0903頃迄) 0712
承継(ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽより)

1 OG01 OG01 Otsuka 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 ﾊｲｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 大塚製薬 高脂血症治療剤，心身症
治療剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲｾﾞｯﾄ錠50)
0106ﾋｰﾄ変更 9706ﾋｰﾄ表
変更(50削除)，商品名記

1 OH 52:1 1:OH-52 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌﾟｾｰﾌ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大原薬品工業 精神安定剤 920710収載
1 1 OI OI32:1mg 裸錠 白 無 ﾛﾌﾚｵﾝ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9902中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9508中止
1 NV：OL 1mg：1mg OL 裸錠 白 無 ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ)

1 TJN ONE:1.0 1.0μ g:1.0μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

1 裸錠 薄紅 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 8805ｼｰﾄ
変更

1 O.S 1 O.S1 10mg：10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾙﾌﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ
ﾏ，日医工

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

1001ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ中止
0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0906日医工中

1 O.S A1.0 O.S-A1.0 1.0mg:1.0 1.0mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠1.0 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

1 O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

旧品名(090601ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ
錠1mg｢日医工｣に変更)

1 O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠1mg｢日医工｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

1010中止 090601収載(商
品名変更に伴い，前:ﾋﾟﾝ
ﾄﾞﾛｰﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣)

1 O.S RP O.S-RP 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾛｽﾎﾟﾘｱ錠1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-あすか製
薬，武田薬品工業

止瀉剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛｽ
ﾎﾟﾘｱ錠)，ﾋｰﾄ表1mg追加

1 O.S-V 1.0 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑～緑 ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ

1 NV:O T 1mg：1mg OT 裸錠 白 有 ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ
ﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ)
0802ｺｰﾄﾞ変更

1 裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ100 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 日本ﾜｲｽ 持続性消炎･鎮痛剤 9811中止
1 OZE 1mg:FY401 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｵｾﾞｽﾀﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 富士薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 03頃中止 940708収載
1 AL10:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ]

AL10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄)，裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
1 1P:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050927三共は販売終了

0204ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠50mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 気道粘液溶解剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠）
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1 PG1:1mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号削除

1 1 KL600 1 KL600 1mg 裸錠 白 無 ﾎﾟﾗｷｽ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

01ﾋｰﾄ表1mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 PN-01 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾗｰｾﾞ 東亜医薬品工業 健胃消化剤 89中止
1 C-21H 1 C-21H 1 1mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾗﾝ1mg錠 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
0802ﾋｰﾄ変更(表1mg追加
等) 0801販売元変更(前:
中外製薬)

1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 1mg（ﾀｸﾛﾘﾑ
ｽとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

1 PSK C01:0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

1 0.5:PT C01 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0812ﾋｰﾄ表CAR 0.5削除
0305ﾋｰﾄMG削除

1 PT E01 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
1 PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9110中止
1 PT N01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N01追加
1 PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠25万単

位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)

060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B溶性錠)

1 PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠25万単
位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 1003ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

1 PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
1 PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(92まで)
1 PT T01 裸錠 白 無 ﾃﾘﾏｹﾞﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 胃粘膜麻酔剤 9805中止 9801ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0303ﾋｰﾄ裏R･C1削除等
1 PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9105まで)
1 PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9105変更
1 RF 1 RF1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾙﾌﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ﾘﾒﾌ-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで) 920710

収載
1 RL 1 裸錠 白 無 ﾛﾝﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬，興

和ﾃﾊﾞ
持続性心身安定剤 1007販売元変更，統合に

伴い(前:大正薬品工業)
1 RN 100:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
1 ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
1 裸錠 白 無 ｻﾘﾄﾞﾝ錠 日本ﾛｼｭ 解熱鎮痛剤 0104供給停止 9704ﾋｰﾄ

変更(SAR削除)，商品名
1 ROCHE ･1･:F T 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1)

FT 1削除)
1 ROCHE 1 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠1 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9502まで)
1 ROCHE 1 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠1 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

削除 0210製造元変更
9503ﾋｰﾄ変更

1 Th 190:1 Th190 ROP1 1:ROP1 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 940708
収載

1 糖衣錠 白 無 ﾛｲｽﾀｼﾞﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 中枢性筋弛緩剤 0303中止
1 裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠1mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 旧ｺｰﾄﾞ
1 RZ 1 RZ1 1mg:IW 裸錠 白 無 ﾚｽﾄｼﾞｰﾙ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 岩城製薬 持続性心身安定剤 03頃中止 980710収載
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1 S1 S1 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾌｿｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

1 S 1 1:1 S1 錠剤(花形) 白 有 ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠1mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg 塩野義製薬 ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 090515収載 十字割線
1 SANKYO 261 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠1mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

1 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
1 SG-01T 5錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ葛根湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9912商品名記載
1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

症候群治療剤
04頃中止

1 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

1 SK-01 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾆﾌｪｼﾞﾅｰﾙSｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 清光薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 9501中止
1 EISAI SL001 1mg:SL001 EISAI 1 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(99まで) 9511ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
持続性高血圧･狭心症治
療剤

0307ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ変更，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

0102中止 9902ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 SPI 001 SPI001 裸錠 黄～橙黄 有 ﾒｽﾞｻﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 新日本薬品 代謝性強心剤 03中止 0006販売
1 1 SRP:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ｻﾝﾄﾞ 抗精神病剤 070706収載
1 SST1mg 裸錠 黄褐 無 ｼﾛｼｭﾃﾝ ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0007中止
1 ST-01 裸錠 褐 無 ｱｺﾆﾝｻﾝ錠 加工ﾌﾞｼ末 166.67mg 三和生薬・化研生薬 生薬製剤
1 ST1 ST1 ST1 1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ｻ

ﾝﾄﾞ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ｻﾝﾄﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

1 SW 770 SW-770 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｵﾘﾍﾞｰﾄ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

03ﾋｰﾄ変更，1mg追加 99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-770 1mg)
削除 960705収載

1 SW 001 SW 001 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾁｱﾌﾟﾘﾑ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg（ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0204ﾋｰﾄ変更，表25mg追
加，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

1 SW 684 SW-684 1:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 沢井製薬 起立性低血圧･片頭痛用
剤

10頃中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃﾞﾙ
ｺﾞｯﾄ錠)

1 SW-001 裸錠 黄褐 有 ﾎﾞﾅﾎﾞﾝB2 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 89中止
1 SW-045 SW-045 1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾛﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 止瀉剤 0706商品名変更(前:ﾐﾛﾋﾟ

ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0001ﾋｰﾄ変更(1
追加)

1 SW A1:2.5 SW-A1 OD:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

091113収載

1 SW CD1：1 SW-CD1 1mg:1mg 裸錠 白 有 ｶﾃﾞﾒｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

沢井製薬 血圧降下剤 040709収載

1 SW CG:1 SW-CG1:1 mg 裸錠(楕円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ｻﾜｲ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
1 SW-947 1:1μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
微黄透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-DF1)

削除 田辺三菱製薬とﾋｰﾄ
異なる

1 SW FV1 SW-FV1 25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

1 SW GM1:1 SW-GM1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 沢井製薬 経口血糖降下剤 101119収載
1 SW 038 SW-038 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠1 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-ME1)削除 920710収
載
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1 SW 918 SW-918 1：1mg 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg（ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0305ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 98～
99ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP1)

1 SW RP1 SW-RP1:1 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 沢井製薬 抗精神病剤 070706収載
1 SW TC1 SW-TC1:1 mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 沢井製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

1 SW 397 SW-397 1:1mg 裸錠 白 有 ﾕｰﾊﾟﾝ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰﾊﾟﾝ1.0)

1 h 143 SX-1 h-143 裸錠 薄橙 有 ｾﾀﾞｷｼﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

高血圧治療剤 9305中止 900713収載

1 YT C3 YT-C3:YT-C3 SYP1 裸錠 白 有 ｻｲｺﾌﾟﾚﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 精神神経安定剤 0212中止 990709収載
1 t 1 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
091113収載

1 TA 001 糖衣錠 白 無 ｱｽﾊﾟﾗ配合錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

K，Mgｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬) 090925収載
(商品名変更に伴い，前:ｱ
ｽﾊﾟﾗ錠医家用)

1 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾀｸﾛﾝNｿﾌﾄ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 微小循環改善剤 9611中止

1 TE C1:TE C1 1.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄白 有 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠1.25mg｢TE｣ ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ
ﾃﾗｽ製薬

心不全治療薬 081107収載

1 TE D1 TED1 裸錠 白 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠
50mg｢TE｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 50mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ
ﾃﾗｽ製薬

不整脈治療剤 100528収載

1 TE E1:TE E1 TE E1 裸錠(長円形) 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-持田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

1 TG 01 TG-01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬-ﾂﾑﾗ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 94中止 920803販売
1 TG 001:0.5 TG001 0.5 裸錠 白 無 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠0.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾄﾞｷｻ

ｿﾞｼﾝとして)
田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

1 TI01 吸入用ｶﾌﾟｾﾙ 明るい緑/明
るい緑

ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ18
μ g

臭化ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ水和物
(外)

18μ g(ﾁｵﾄﾛ
ﾋﾟｳﾑとして)

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 長時間作用型吸入気管
支拡張剤

041208収載

1 T M 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0904色変更(赤み･黄みと
もに強い淡橙→赤み･黄
みともに弱い淡橙) 0702
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

1 NF 323 NF323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～帯黄白 有 ﾃﾅｷｼﾙ錠1mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 1mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続型非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧
剤

0704剤型変更(前:円形，
糖衣錠)，色変更(前:白)，
割線追加 0410社名変更

1 T w:512 裸錠(長円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 東和薬品 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
1 Tw MS 裸錠 白 有 ﾏﾙｽﾁﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 東和薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏﾙｽﾁﾝ錠)，

1 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共 抗精神病剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 田辺三
菱製薬とﾋｰﾄ異なる

1 耳:T1R 裸錠 白 無 ﾘｽﾞﾏﾎﾟﾛﾝ錠1mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 海外製薬 高血圧･不整脈治療剤 中止
1 t S1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大洋薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

1 TC442  TC442 TC442 20mg:20mg
TC442 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T20

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ20)，ﾋｰﾄ耳裏記号追

1 TC443  TC443 TC443 25mg:25mg
TC443 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T25

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ25)，ﾋｰﾄ耳裏記号記

1 TSU 001 TSU001 10mg:10mg 裸錠 白 有 ｱｲﾃﾞｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 鶴原製薬 β -遮断剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｲﾃﾞｲﾄﾛｰﾙ

1 t T1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

1 1 TTS-308 裸錠 白 無 ﾌﾛｷﾞﾁｰﾑ錠1号 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 高田製薬 消炎酵素剤 8912中止
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1 OH 135 TU1:OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 940708収
載

1 Tu AD Tu AD-001 1mg:Tu AD-
001

糖衣錠 白 無 ｱﾄﾞﾒｯｾﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 940708収載

1 Tu-BA 001 Tu BA-001 裸錠 白～微黄白 有 ﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 ｼｵﾉｹﾐｶﾙのﾌﾙﾄﾗｰｽ錠
1mg(ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

1 Tu-BA 001 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾄﾗｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 睡眠導入剤 辰巳のﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠
1mg(ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ)と本体

1 Tu EM-01 裸錠 淡黄 有 ｴﾙﾓﾉﾝ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 辰巳化学 血圧降下剤 9906中止
1 Tu FN-001 1mg 裸錠 微黄 有 ﾌﾙﾐﾉｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 辰巳化学 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0712中止
1 Tu-IM 001 Tu IM-001 1mg 裸錠 白 有 ｲﾄﾒｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
0803ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬) 071221収載(商品
名変更に伴い，前:ｲﾄﾒｯﾄ

1 Tu-KC 001 Tu KC-001 裸錠 淡橙 有 ｶﾁﾚｯﾄ錠 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 辰巳化学 血圧降下剤 0802中止
1 Tu KL-001 1mg 糖衣錠 白 無 ｸｲﾝﾛﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ

ﾐﾝ
1mg 辰巳化学 消化器系鎮痙・鎮痛剤 0904中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ｸｲﾝ
ﾛﾝ錠)

1 Tu LN･001  Tu LN･001 Tu LN･001 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ﾛﾝﾊﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 止瀉剤 0706商品名変更(前:ﾛﾝﾊﾞ
ﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ)

1 Tu ND Tu ND-001 糖衣錠 白 無 ﾅｼﾝﾄﾞﾚﾝ錠1mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 1mg 辰巳化学 持続性非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧
剤

0705中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾅｼﾝ
ﾄﾞﾚﾝ錠)

1 Tu RC-001 裸錠 白 有 ﾛｺｽｹﾞﾝ錠1mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 辰巳化学 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0708中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛｺｽ
ｹﾞﾝ錠)

1 Tu SM･001  Tu SM･001 Tu SM･001 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾙｼﾞﾒﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ｻﾙｼﾞ
ﾒﾝｶﾌﾟｾﾙ)

1 Tu-TZ 01：1 Tu TZ-01:Tu TZ-01 1mg 裸錠 白～微黄 有 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 040709収載

1 Tw 001 Tw001 2:2 裸錠 白 有 ﾊﾟｰｷﾈｽ錠2 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 東和薬品・ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

1 Tw.D3 1.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
1 Tw:1 Tw.ET1.0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 東和薬品 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(1012迄) 920710

収載
1 Tw Z1 Tw.LZ1.0 裸錠 白 有 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1.0｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 東和薬品 抗不安剤
1 Tw RP 糖衣錠 白 無 ﾗｽﾌﾟｼﾞﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0612商品名変更(前:ﾗｽﾌﾟ

追加等)
1 Tw VK1 Tw.VK1 裸錠 淡黄 有 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 94中止
1 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0104ﾋｰﾄ

表変更，商品名記載，記
号(TYC 1.0)削除

1 TYK229 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞｺﾌ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
1 TYK01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾊｲ･ｱﾘﾝﾋﾞﾀｰ 大正薬品工業 混合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 02頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
1 T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

1 URT-1 裸錠 黄 有 ｳﾛﾀｲｼﾝ錠1 ﾌﾞﾒﾀﾆﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 利尿剤 9002中止 薬価削除
1 V1 V1 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
大興製薬-大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
080704収載

1 裸錠 淡橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠“ﾌｧｲｻﾞｰ“ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9002中止
1 MCI 063:1 MCI063 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
1 EISAI WF001 裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）

0208ﾋｰﾄ変更
1 WP-01 WP-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶｲｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 湧永製薬 止瀉剤 中止 920710収載
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1 WPX1.0 裸錠 白 有 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠1.0 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ-山之内
製薬

ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0203迄)

1 WPX1.0 1.0mg:1.0mg 裸錠 白 有 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠1.0 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

1 WYETH WYETH 1.0mg:1.0mg 裸錠 白 有 ﾛﾗﾒｯﾄ錠1.0 ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ-あすか製薬，武
田薬品工業

睡眠導入剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

1 SANDOZ:X J 1mg：1mg XJ 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 淡赤 有 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠1mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 作用持続性高血圧症治
療剤

旧本体ｺｰﾄﾞ(0711迄)
0302ﾋｰﾄ変更

1 NV:X J 1mg：1mg XJ 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 淡赤 有 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠1mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 作用持続性高血圧症治
療剤

1003中止 0711本体ｺｰﾄﾞ
変更

1 Y CB1 1mg:Y-CB1 1mg 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0206中止 0110社名変更
950724承認 970728販売

1 Y CB1 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 全星薬品工業-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0209ﾋｰﾄ表1mg

CB1）削除 011225承継
(三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

1 Y CB1 Y-CB1 CBT:1mg 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 全星薬品工業-全星薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706中止 0208ﾋｰﾄ変更
011225承継（三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏより），ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

1 YD001 裸錠 白 有 ﾖｳﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 陽進堂 抗精神病剤 0706中止
1 YD 01 YD01 100mg:100mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg｢YD｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 陽進堂 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

1 Y DP:1 Y-DP1 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾊﾟｽ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 田辺三菱製薬 精神安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0210ﾋｰﾄ変更

1 Y EP1 Y-EP1 裸錠 白 有 ｴﾎﾟｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 吉富製薬 脳･末梢循環改善剤，降
圧剤

9809中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 舌下錠

1 Y FL1 Y-FL1 1mg：1mg 糖衣錠 橙 無 ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠(1) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 1mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

1 Y IP1:1 Y-IP1 1mg：1mg 裸錠 白 無 ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-田辺三菱製
薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0410製造元

1 YO CC1 CAC500:YO CC1 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸剤 旧商品名，旧ﾋｰﾄ(0107
1 YO MG1 YO MG1 330mg:YO MG1

330mg
裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 0801ﾋｰﾄ裏330mg追加

0107ﾋｰﾄ表変更(MGT330
→YO MG1 330mg)

1 MC 1 5mg YP-MC1 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾕｰﾄｸ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大興製薬-祐徳薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
1 Y R1 1mg:Y-R1 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 070706収載
1 Y TA1 Y-TA1：1mg 裸錠 白 有 ﾀｽﾓﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 田辺三菱製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 030704収載
（商品名変更 前：ﾀｽﾓﾘﾝ

1 YT A1 YT-A1:YT-A1 TRS1 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝｻﾞｸﾄ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性心身安定剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 990709収
載

1 YT C1 YT-C1:YT-C1 HEP0.75 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾛｰﾙ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 東亜薬品-山之内製薬 抗精神病剤 0212中止 990709収載
1 YT H1 YT-H1:YT-H1 ARM25 裸錠 白 有 ｱﾗﾓｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性ACE阻害降圧剤 0212中止 000707収載
1 YT N1 YT-N1:YT-N1 NCT-D 口腔内崩壊錠 白 有 ﾉｸﾀﾝD錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東亜薬品-山之内製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 990315承

認 9907販売
1 YT N1 YT-N1 15mg:15mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾉｸﾀﾝD錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東亜薬品-山之内製薬 気道潤滑去痰剤 0212中止 0202ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載
1 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

1 YT V1 YT-V1:YT-V1 CYT-D 口腔内崩壊錠 白 有 ｻｲﾄｯｸD錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 990315承
認 9907販売

1 YT V1 YT-V1 100mg:100mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｻｲﾄｯｸD錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 高尿酸血症治療剤 0211中止 0202ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載
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1 YT X1 YT-X1:YT-X1 SLV30 裸錠 白～微黄白 有 ｾﾙﾍﾞｰﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東亜薬品-山之内製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 000707収
載

1 YT X1 YT-X1：30mg 裸錠 白～微黄白 有 ｾﾙﾍﾞｰﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東亜薬品-山之内製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0212中止 0203ﾋｰﾄ裏商
品名記載

1 YT Z1 YT-Z1:YT-Z1 PRS-L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾟﾛｴｽL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 990709収
載

1 ZB 01 裸錠 白 無 ｽﾄﾐﾝA配合錠 ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ､塩酸ﾊﾟﾊﾟ
ﾍﾞﾘﾝ

30mg，6mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 耳鳴緩和剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾄﾐﾝA錠)

1 ZB 01 ZB-01 裸錠 微黄～黄 無 ﾊｲｱﾃﾞﾛｷｻﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙｶﾙｼｳ 10mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9712中止 920710収載
1 ZE 01:10 CS10 ZE01:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ｃa拮抗剤/高血

圧･狭心症治療剤
0212ﾋｰﾄ変更 920710収
載

1 ZT 1:☆ORGANON ZT1:50mg ZT1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg ｵﾙｶﾞﾉﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ)-三共(日
本ｵﾙｶﾞﾉﾝ輸入)

不整脈･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 921127
収載

1 ZT 1:☆ORGANON ZT1: 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

1 ﾎﾞﾉﾃｵ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾉﾃｵ錠1mg ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 骨粗鬆症治療剤 090313収載
1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾒﾀﾗｲﾄ250ｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾄﾘｴﾝﾁﾝ 250mg ﾂﾑﾗ ｳｨﾙｿﾝ病(D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝに

不耐性である場合)治療
940826収載

1 裸錠 白 有 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
1 裸錠 白 無 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管ｶﾞｽ駆除剤 0712中止
1 裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠1 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
1 裸錠 緑 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠1 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止 0212ﾋｰﾄ商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 0006ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

1 裸錠 白 有 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1)

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘﾌﾀｰ錠10 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心身安定剤 101119収載
1 SANKYO 125:1 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠1 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更，裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）など

1 SANKYO 132:1 裸錠 白 有 ﾒﾚｯｸｽ錠1mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

1 KN-282 KN 282 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾅﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg（ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として）

小林化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0905中止

1 裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ1mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 武田薬品工業 睡眠剤
1 MK 01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg

｢MEEK｣
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工-明治製菓 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 小林化工
とﾋｰﾄ異なる

1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｰﾙﾐﾝ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大興製薬-ﾒﾙｸ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0607販売会社
社名変更 97再開 9504中
止 940708収載

1.25 201：1.25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 0206ﾋｰﾄ表示変更
1.25 MED 115 MED-115 1.25mg 裸錠 白 有 ｵﾍﾟｱﾐﾝ錠1.25 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 経口血糖降下剤 101119収載
1.25 EE 03 EE03：1．25 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢

EMEC｣
ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 経口血糖降下剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
1.25 Tw 534 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 東和薬品 経口血糖降下剤 101119収載

1.25 HYZ 15 HYZ15 1.25 裸錠 白 有 ﾊｲｿﾞｸﾞﾗｼﾄﾞ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 経口血糖降下剤 0404中止 010706収載
1.25 TE C1:TE C1 1.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄白 有 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠1.25mg｢TE｣ ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ

ﾃﾗｽ製薬
心不全治療薬 081107収載

1.25 ｎ 537:1.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 日医工 経口血糖降下剤 101119収載
1.25 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 9506中止 9308変更
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1.25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ｺｰﾄﾞ(0206迄) 940826
収載

1.25 JB 601 BZT1.25 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠ﾌﾞﾘｽﾄﾙ1.25 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 利尿降圧剤 9403中止
1.25 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
経口血糖降下剤 101119収載

1.25 SDF1.25 1.25mg：1.25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
1.25mg) 0301ﾋｰﾄ変更
9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

1.25 Sc 315 Sc315 DAM1.25:1.25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞﾑｾﾞｰﾙ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 三和化学研究所 経口血糖降下剤 0308ﾋｰﾄ変更 990709収
1.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠1.25mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 1.25mg 第一三共 慢性心不全治療剤

に伴い，前:第一製薬)
021206収載

1.25 BM 300 BM300 Eg･1.25 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 日本ﾛｼｭ 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9901まで) 9808会
社統合に伴い承継

1.25 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
1.25 MO 282 MO282:ROM1.25 MO282 糖衣錠 白 無 ﾛﾒﾀﾞ1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

1.25 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化
成)

ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101
商品名変更

1.25 PC 142 TYK142 1.25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾐﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 大正薬品工業-日本化
薬，興和ﾃﾊﾞ

血糖降下剤 9708ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

1.25 Ys-SEF-1.25 糖衣錠 黄 無 ｾﾌｧｯｸ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 三全製薬-富士製薬工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9310中止
1.5 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 010706収載(商品名の変

更 前:ｾﾚﾈｰｽ錠)，ﾋｰﾄ変
1.5 1.5 M621 M621 1.5：1.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣L ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0306ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 0002本
体刻印追加(M621)

1.5 KW 807 KW807 1.5mg:KW 807 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 日本ｱﾙﾂ製薬-共和薬品
工業

抗精神病剤 旧本体（0212迄），共和薬
品工業へ承継

1.5 Kw 807：1.5 Kw807 1.5mg:KW 807 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(0408迄) 本体裏
ｺｰﾄﾞ追加(1.5) 0212承継
（日本ｱﾙﾂ製薬より）

1.5 1.5:PT B05 BRT1.5 B05 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9805中止
1.5 CH CHD-1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 長生堂製薬 精神分裂病･躁病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
1.5 CH 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1.5mg｢CH｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
抗精神病剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-
1.5)，ﾋｰﾄ若干変更

1.5 CH 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ
ﾙ錠1.5mg｢CH｣に変更)

1.5 Th 178:1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢BMT｣1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神病治療剤 92中止
1.5 KB:1.5 裸錠 白 有 ﾍﾟﾙｾｽ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ｲｾｲ 精神障害治療剤 0108中止
1.5 HP 1.5：Kw KwHP1.5 1.5：KwHP1.5

1.5
裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408ｺｰﾄﾞ変更，錠剤小型

化
1.5 Kw 807：1.5 Kw807 1.5mg:KW 807 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(0408迄) 本体裏

ｺｰﾄﾞ追加(1.5) 0212承継
（日本ｱﾙﾂ製薬より）

1.5 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体
裏変更(SEARLE削除)

1.5 1.5:TEISAN TEISAN1.5 裸錠 白 有 ﾌﾛｷﾞｽ錠1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

精神障害治療剤 9211中止

1.5 Tu-SI 1.5 Tu SI-1.5 裸錠 白 有 ｽｲﾛﾘﾝ錠｢1.5｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 辰巳化学 精神病治療剤 0908中止
1.5 Y LT:1.5 Y-LT1.5 1.5 裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(1.5mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

1.5 裸錠 薄橙 有 ｹｾﾗﾝ錠1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
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1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛｼﾞｬｽﾄ1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 堀田薬品合成 精神障害治療剤 99中止
2 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾝ錠(2mg) 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
2 SN 2 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0108中止 010706収載
2 ｎ 117 裸錠 白 有 ｱｽﾀｰｼﾞｽ錠2mg 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 日医工 気管支拡張剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽ･ﾀｰｼﾞｽ錠)
0310本体刻印，ﾋｰﾄ変更

2 TSU017 2mg 裸錠 淡青 無 ｱﾃﾈﾚﾝ錠2mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 鶴原製薬 胃炎・胃潰瘍治療剤，抗
炎症含嗽剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈﾚﾝ錠(ﾂﾙ
ﾊﾗ))

2 Tw 115 Tw115 2 裸錠 白 有 ｱﾊﾞﾙﾅｰﾄ錠2 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 東和薬品 低血圧治療剤 970711収載
2 TP 223：2 TP-223 2mg：2mg 裸錠 淡橙白 有 ｱﾙﾌﾛｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ・血圧
降下剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  040709収載

2 2 PH221 PH221:2mg 裸錠 白 有 ｲﾉﾍﾞｰｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0609中止 960705収載

2 SW 107 SW-107 2:2mg 裸錠 白 無 ｲﾉﾏｰﾙ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 沢井製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 n 142 裸錠 白 無 ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本医薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0309中止（品名変更に伴
い。新：ｲﾙｶﾞｽ錠2mg，ｺｰ
ﾄﾞ同じ）

2 n 142 裸錠 白 無 ｲﾙｶﾞｽ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日医工 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0311販売 （品名変更に
伴い。前：ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠
2mg，ｺｰﾄﾞ同じ）

2 n 272:2 裸錠 白 有 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0210ﾋｰﾄ変更，2mg追加，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
980710収載

2 n 272:2 裸錠 白 有 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0210ﾋｰﾄ変更，2mg追加，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
980710収載

2 KW 088:2 裸錠 白 有 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 2mg 共和薬品工業 睡眠剤 010706収載
2 FJ 02 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 0108本体

刻印(FJ02)，割線入
2 FJ 02 FJ02:1mg 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg｢F｣ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 経口卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠
1mg)

2 Tw 420 Tw 420 Tw420 2mg：2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾒﾛﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050708収載
2 DK 618 DK618:DK618 2mg 裸錠 白 有 ｴﾙｺﾞﾓﾙﾄ錠2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ﾀﾞｲﾄ 末梢循環改善剤 0101中止 舌下錠
2 KW:002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠50mg ｽﾙﾁｱﾑ 50mg 共和薬品工業 抗てんかん剤 010926収載(商品名変更)

01承継(ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞより)
2 NS 508 NS508 2：2mg 裸錠 淡橙 有 ｶｽﾞﾏﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ，第
一三共ｴｽﾌｧ

血圧降下剤 040709収載

2 TYK261 2:TYK261 2mg 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛｲﾙ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 MED 032：2 2mg：2mg 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾄﾞﾅﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ
ﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 050708収載

2 裸錠(花型) 淡赤 有 ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 旧品名(080620ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変

2 t 45 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

2 裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｴﾑｴﾌ 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9708変
更

2 裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠)
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

2 TSU 182 TSU182 2mg 裸錠 淡赤 有 ｸﾛﾎﾟﾘｼﾞﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 鶴原製薬 降圧利尿剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾎﾟﾘｼﾞﾝ錠)
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2 NS 543 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾆﾌﾟﾛｽ錠2mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日新製薬・科研製薬 高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

070706収載

2 2mg:2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
2 KH 220 2mg KH220:2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 協和発酵ｷﾘﾝ 高血圧症治療剤(持続性

組織ACE阻害剤)
0810ｺｰﾄﾞ変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

2 GX EJ2 GX EJ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠50 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 高尿酸血症治療剤 020715収載
2 SW 021 SW-021 2mg:2mg 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 沢井製薬 抗不安剤 0205ﾋｰﾄ変更 99本体変
2 2:KW 231 KW231 2: KW231 2 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢
ｱﾒﾙ｣) 0512ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ変

2 Tw 148 Tw148 2mg:2mg 裸錠 薄橙 有 ｽｶﾙﾅｰｾﾞ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 東和薬品 持続性心身安定剤 091113収載
2 T X 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9712

ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 7804収載

2 ST 2mg:2mg ﾄﾛｰﾁ 白 有 ｽﾌﾟﾛｰﾙﾄﾛｰﾁ2mg 塩化ｾﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ
(外)

2mg 岩城製薬 口腔殺菌消毒剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾌﾟﾛｰﾙﾄﾛｰﾁ)
0510剤形変更(平型へ)，
ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表銀→青)

2 MP 2 ORGANON MP2:200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤

0906中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ)

2 NR 2 ORGANON NR2:2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

2 KW 311：2 裸錠 白 有 ﾁﾎﾞﾘﾝ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 0810中止 0410本体ｺｰﾄﾞ
2 BMD 6:2 BMD6 2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢

BMD｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

2 JG E54:2 JG E54 2:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

2 KTB 48 2mg KTB48 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
KTB｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 寿製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

2 NP 335 NP-335 2mg:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
NP｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

2 NS 555:2 NS555 2:2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
NS｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日新製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

2 TYK541 2:TYK541 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

2 TU 224:2 TU224:TU224 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
TCK｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 辰巳化学 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

2 YD 554:2 YD554 2mg:2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
YD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

2 t E5 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 大洋薬品工業 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

2 TTS 511 TTS-511 2mg:2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ｶﾀ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾀﾞｲﾄ-高田製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

2 TG 006 TG006 2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

2 Tw 522:2 Tw522 2mg:2mg 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 東和薬品 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

2 ｎ 061:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

2 TYK249 2 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠2)

2 YT F2 50mgYT-F2:50mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾃﾙﾎﾞﾐﾝD錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 心臓選択性β 遮断剤 0212中止 0112ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

43 / 332 ページ



2 Tw 245 Tw245 2mg：2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾄｰﾜｼﾞｰﾙ錠2mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 東和薬品 Ca拮抗剤 030704収載
2 EE 22：2 EE22 2mg：2 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝM錠2｢EMEC｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 血圧降下剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾗﾄｯｸｽM錠
2) 040709収載

2 YD 523：2 YD523 2mg:2mg 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg｢YD｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，高田製薬 血圧降下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝ錠YD2mg)，ﾋｰﾄ表2mg
追加

2 TG 003:2 TG003 2 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ
ﾝとして)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

2 n 737 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日医工 血圧降下剤 040709収載

2 Tw 142:2 Tw142 2mg：2mg 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾅｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

東和薬品 血圧降下剤 040709収載

2 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｵﾐﾝ2mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg 山之内製薬 精神安定剤 0311中止 0211ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 NP 135:2 NP-135 2mg:2mg 裸錠 微赤 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 090515収載
2 裸錠(花型) 淡赤 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠)
2 TG 411 TG411 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁﾝ 2mg（ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁ

ﾝとして）
長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 1012ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い 1004製造
販売元変更(前：ｱｽﾃﾗｽ

2 M I 裸錠 白 有 ﾅﾁﾙｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大洋薬品工業 低血圧治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 t 372 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾅﾌﾄｼﾞｰﾙ錠2 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大洋薬品工業 高血圧治療剤 030704収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 SW 537 SW-537 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙｼﾞﾗｰﾄ錠2 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 Ca拮抗剤 020705収載
2 002 裸錠 白 有 ﾈｵｱｽﾄｰﾏ錠 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業 気管支拡張剤 89中止
2 t 68 裸錠 白 有 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 060707収載
2 Tw 001 Tw001 2:2 裸錠 白 有 ﾊﾟｰｷﾈｽ錠2 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 東和薬品・ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
2 2 MY520 2/MY520 裸錠 白 有 ﾊｰﾄﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 前田薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9812中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 HD 209:2 HD-209 2mg：2mg 裸錠 白 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0401本体，ｺｰﾄﾞ変更（前：

2 LT 2:☆ORGANON LT2：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg MSD 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

2 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0706ﾋｰﾄ若干変更 0604
製造販売元変更(前:大日
本住友製薬) 0304ﾋｰﾄ変

2 OH 351:2 OH-351 2mg:2mg 裸錠 白 有 ﾊﾗﾚｰｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大原薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0712中止 960705収載

2 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 MPI 115 MPI115:2mg 裸錠 薄橙 有 ﾋﾞｶﾓｰﾙ錠 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 2mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0511迄)，承継に
伴い(沢井製薬へ) 0203
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 98ﾋｰﾄ記
号(MPI115)削除等

2 SW BIC:2 SW-BIC:2mg 裸錠 薄橙 有 ﾋﾞｶﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 2mg 沢井製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｶﾓｰﾙ錠)

2 SW 432 SW-432 2mg：2mg 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 沢井製薬 循環改善剤 0706中止 0306頃ﾋｰﾄ変
更 0004本体刻印 舌下錠

2 SANDOZ：H G 2mg：2mg HG 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0710迄) 03
頃ﾋｰﾄ変更，表HG削除等

2 YD 053:2 YD053 裸錠 白 有 ﾌｧﾝﾃﾞﾋｰﾃﾞ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 陽進堂 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿用剤

960705収載

2 KW 566 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 020705収載
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2 KYO 412:2 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｾﾙ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 京都薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9901中止 97ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

2 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠2 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 2mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表2追加，裏ｶﾀｶ
ﾅ記載

2 TU 203 Tu203 2mg:Tu203 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2｢
TCK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 辰巳化学 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
060707収載

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

2 MED 220 MED-220:2 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
MED｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

070706収載

2 NPI 217 NPI-217 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
NPI｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

2 OH 272:2 OH-272 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
OME｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

060707収載

2 YD 667:2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
YD｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 陽進堂･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三共
ｴｽﾌｧ，あすか製薬，武田
薬品工業

高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

0912ｻﾝﾄﾞ中止 060707収
載

2 t 64 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

2 TG 119 TG119 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

2 n 000 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

2 GS 151:2 GS151:2mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2mg 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg(ｻﾙﾌﾞﾀ
ﾓｰﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2)

2 Tw 006：2 Tw 006 2mg：2mg 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝｼｰﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 東和薬品 持続性組織ACE阻害剤 050708収載
2 JD 13:2 JD13 2mg:2mg 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg

｢JD｣
ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬･日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌのものは中

止 0601日医工のものは
商品名変更(新:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘ
ﾙ錠2mg｢日医工｣)，承継
に伴い

2 n 725:2 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠2mg｢日医
工｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604発売 060220収載，
承継に伴い(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製
薬より，旧商品名:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg｢JD｣)

2 BC 2 ORGANON BC2:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾋﾟﾆﾝ-Rｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ持効性製
剤

0607頃中止 0106ｺｰﾄﾞ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

極薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 9805ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 Tw 107:2 Tw107 2mg 裸錠 白 有 ﾎﾟｽﾁﾆﾝ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 東和薬品 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0806商品名変更(前:ﾎﾟｽﾁ
ﾆﾝ錠2)

2 2 M643 M643 2 裸錠 白 有 ﾎﾞﾗﾝﾀ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 模範薬品研究所 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0112中止 960705収載

2 裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
2 MK 10：2 裸錠 淡橙 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2

「MEEK」
ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
小林化工-明治製菓 血圧降下剤 040709収載

2 MK 10：2 MK10 2mg 裸錠 淡橙 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工 血圧降下剤 040709収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

2 JD 24：2 JD 24 2mg 裸錠 淡橙 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg
「JD」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ
ﾝとして)

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 血圧降下剤 0711中止

2 SW 773 SW-773 2:2mg 裸錠 白 無 ﾒﾄﾄﾞﾘﾝ錠2 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 低血圧治療剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ SW-254 2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 沢井製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 060707収載
2 TA141 2mg 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 田辺三菱製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0908ﾋｰﾄTA141削除 0710

社名変更（前：田辺製薬）

45 / 332 ページ



2 T 67 裸錠（口腔内
崩壊錠）

白 有 ﾒﾄﾘｼﾞﾝD錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大正製薬-大正富山医薬
品

低血圧治療剤 040709収載

2 ﾒﾄﾚｰﾄ：2 mg 裸錠（長円形） 淡黄 有 ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤
040709収載

2 YD 028 裸錠 白 有 ﾖｳｷﾞﾆﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 陽進堂 循環改善剤 0810中止 0208本体ｺｰﾄﾞ
記載 舌下錠

2 JP 108 JP108 2mg:2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠2mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 070706収載

2 SW RP6 SW-RP6:2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 沢井製薬 抗精神病剤 090515収載

2 TTS 521 TTS-521 2mg:2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 高田製薬 抗精神病剤 091113収載

2 Tw 357:2 Tw357 2mg:2mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 東和薬品 抗精神病剤 091113収載
2 MK 22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 小林化工-明治製菓 抗精神病剤 070706収載 小林化工と

ﾋｰﾄ異なる
2 MK 22 MK22 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 小林化工 抗精神病剤 070706収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
2 OH 61:2 OH-61 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢CH｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
抗精神病剤 070706収載

2 NP 353:2 2mg NP-353:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 070706収載
2 NT 237:2 2mg NT-237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
2 t 707 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
2 TTS 177:2 TTS-177 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 高田製薬 抗精神病剤 080704収載
2 M 906 M906 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗精神病剤 080201収載(商品名変

更，前:ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾒ
ﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

2 n 933 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 日医工 統合失調症治療剤 070706収載
2 裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠2mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 9711ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄黄赤 有 ﾘﾊﾞﾛ錠2mg ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 2mg 興和-興和創薬，第一三

共
HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0801本体色変更(前:白)，
割線追加 0704社名変更
(統合に伴い，前:三共)

2 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 広域精神身体平衡剤 1010中止 0310ﾋｰﾄ変更，
裏ｺｰﾄﾞ記載等 0212～
0306本体ｺｰﾄﾞ変更，2削

2 SB:4893 SB4893:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(五角
形)

淡紅白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠2mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 2mg(ﾛﾋﾟﾆﾛｰ
ﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

061201収載 本体に五角
形の凸部分有

2 KT 2:☆ORGANON KT2:2mg 裸錠 白 無 ﾚｽﾀｽ錠2mg ﾌﾙﾄﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg MSD 持効性心身安定剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ･万有
製薬)

2 XD 2:☆ORGANON XD2:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg MSD うつ病･うつ状態治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

2 KW 809:2 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

2 DS 032:2 DS 032 2mg:2mg 裸錠 白 無 ﾛﾅｾﾝ錠2mg ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 2mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 080418収載
2 T 742 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠2mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 2mg 大正製薬-大正富山医薬

品
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0304大正富山医薬品販

売 010202収載
2 HD 373:2 HD-373 2mg:2 裸錠 淡黄 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠2mg｢HD｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･田辺三菱製

薬
経口抗凝血剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304社名変
更（前：菱山製薬）

2 NP 125 NP-125 2mg 裸錠 白 有 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ錠2mg
｢NP｣

塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0507発売

2 MK 18 MK18 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 小林化工･明治製菓 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載 小林化工と
明治製菓でﾋｰﾄ異なる(明
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2 KRM 113:2 KRM113 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg｢
KRM｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

100528収載

2 128 M128 2mg:M128 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

080201収載(商品名変
更，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠
2mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

2 TP 230 2mg TP-230:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2NT 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

2 MK 08：2 MK08 2mg 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠2
「MEEK」

塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 小林化工 睡眠誘導剤 明治製菓とﾋｰﾄ異なる
040709収載

2 裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:水溶性ｱｽﾞﾚﾝ
錠｢ﾀｲﾖｰ｣)

2 CH-2A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾝｻﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 00中止 900713収載
2 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0310社名変更 0207ﾋｰﾄ

変更，表裏商品名記載
9401変更

2 HF124A2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾛﾊﾟﾉﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 陽進堂 鎮痙剤 9503中止
2 WELLCOME A2A 有核錠 白(内核:淡 無 ｱﾙｹﾗﾝ錠 ﾒﾙﾌｧﾗﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗多発性骨髄腫剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(9912ま
2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙透明 ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ｢ﾏﾙｺ｣ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾏﾙｺ製薬 組織呼吸賦活剤 9903中止 9212本体追加
2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾈｱｯﾌﾟ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 9506中止 900713収載
2 裸錠 白 有 ﾄﾗﾌﾞｿﾞﾝ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾌﾟﾗｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾏﾙｺ製薬-日医工 高血圧･排尿障害治療剤 0709中止 0301本体ｺｰﾄﾞ

化，ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記号追加

2 裸錠 淡橙 有 ﾄﾗﾌﾞｿﾞﾝ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 高血圧･排尿障害治療剤 0712中止 0304本体，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝｾﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 9802ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0805中止 0304ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

2 AJ2:30 AJ2 30:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧｽﾃｨｯｸ錠30 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg 味の素製薬-第一三共 速効型食後血糖降下剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

2 AJ2 90 AJ2 90:90mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾌｧｽﾃｨｯｸ錠90 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg 味の素製薬-第一三共 速効型食後血糖降下剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽｲﾑﾀｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬-ﾒﾙｸ製薬 高脂血症治療剤 0607中止 0607販売会社
社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ)

2 AKP 02 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載 あすか製薬
とﾋｰﾄ異なる

2 AKP 02 AKP02 250 mg 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 小林化工-あすか製薬，
武田薬品工業

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 有 ﾒﾉﾌﾟﾘｼﾞﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性Ca拮抗剤 0607中止 0303ﾋｰﾄ裏変
2 AML RIS2 2mg 2:AML RIS2 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 070706収載
2 AML RIS:OD 2 OD2 2mg:AML RIS OD2

OD2
裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 091113収載

2 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾝ錠(2mg) 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

2 AZT002 DOJ 裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾚﾝｿﾞﾙ錠 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 同仁医薬化工 胃炎･胃潰瘍治療剤
2 SD 231 SD231 AZULENE-2 裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾚﾝ錠｢昭和｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 昭和薬品化工 炎症性胃疾患治療剤 9110中止
2 TTS 113 TTS-113 2mg 裸錠 薄橙 有 ｱｽﾞﾄﾚﾑ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 高田製薬 持続性心身安定剤 970711収載
2 HF217B2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾛﾅﾘｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 陽進堂 脳血流促進剤 9503中止
2 HF114B2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾛﾊﾟﾅｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 陽進堂 消炎鎮痛剤 9409中止
2 BM 2 BM2 BZ200:Bezalip ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日本ﾛｼｭ 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9808会

社統合に伴い承継
941209収載
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2 BM 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載(品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠)

2 BMD2 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

淡紅 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0803ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(富士ｶﾌﾟｾﾙより)

2 BZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
2 C 2 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄)
2 C 2 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠

100mg｢CH｣
ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
旧品名(091113ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼ
ﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
060707収載

2 HF313C2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄茶 無 ﾀﾛﾊﾟﾁﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9503中止
2 PSK C03:2 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
2 2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除

0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾓﾌﾟｿｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0102中止 9808ﾋｰﾄ変更
940708収載

2 CH2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｽﾌﾗﾝ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 長生堂製薬 解熱鎮痛消炎剤 0809中止
2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾆﾌﾗｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質 0110中止 9902ﾋｰﾄ変更
2

2
裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
長生堂製薬-田辺製薬販
売

血圧降下剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

2 CH-2G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

黄 無 ｾﾞｵｼﾘﾝF錠 ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 長生堂製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止

2 CHK-2 裸錠(花型) 淡紅 有 ﾄﾘｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 長生堂製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9311まで) 十字割
線

2 CHO 2 CHO2 5mg:CHO2 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
CHOS｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄土 無 ﾋﾟﾍﾟﾗﾏｲｼﾝ錠100 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 長生堂製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0704中止 9806ﾋｰﾄ変更
2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ｾｱﾌﾟﾛﾝ250ｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0809中止

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾎﾞｷｼﾛﾝ錠100mg ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

1009中止 050708収載

2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
CH｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧品名(101119ｾﾌｼﾞﾆﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄ

2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に
伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢CH｣，ﾋｰﾄ若干変

2 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾒﾉｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 高血圧・不整脈・狭心症
治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

2 裸錠 白～微黄白 有 ｻﾋﾞﾝｶｼﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環･代謝改善剤 9903中止 940708収載
2 裸錠 桃 有 ｱﾆｽﾀｼﾞﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 利尿降圧剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

2 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に
伴い(協和発酵へ) 0704
社名変更(統合に伴い，
前:第一製薬)

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾓｼﾞﾘﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
2 裸錠 白 有 ｱﾘｻｲ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性ACE阻害降圧剤 0607中止 0308ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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2 裸錠 白 有 ｲﾋﾟﾉﾃｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

2 裸錠 薄桃 有 ｲﾝﾄﾆｽ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0603頃中止 000707収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｯﾌﾟ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬 抗悪性腫瘍剤 0011中止
2 D 02 D02 DOJ：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150｢DJ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
同仁医薬化工-東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ

H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 裸錠 薄橙 有 ｼﾞﾒﾄｯｸｽ錠2 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

持続性心身安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 070706収載

2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1009迄)
060601収載

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲｱﾘｺｰﾙ錠20mg 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg ｷｯｾｲ薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0308中止 0210ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

DL2)削除
2 2 DP-02 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢日ｱﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ｱﾙﾂ製薬 抗不安剤 9705中止
2 S 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘｰﾅ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0806商品名変更(前:ｾﾄﾞ

ﾘｰﾅ錠) 0704社名変更
(統合に伴い，前:第一製

2 E 2 E2 10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢DK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

2 t E2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

2 EE 02 EE02：25 裸錠 白～微黄白 有 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ錠25mg｢
EMEC｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 前立腺肥大症･癌治療剤 1001中止

2 EK 02 EK02 0.2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ錠0.2「EK」 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 小林化工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

2 EKT-2 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ葛根湯加川きゅう
辛夷ｴｷｽ錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ葛根湯加川
きゅう辛夷ｴｷｽ錠)，社名
変更に伴い

2 EP 02:5 EP02 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢EP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 旧品名(100917ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
錠5mg｢DSEP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴い(新:
第一三共ｴｽﾌｧ) 080704

2 EPT002 DOJ 裸錠 白 有 ｵｲﾎﾘﾝA ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 同仁医薬化工 精神神経安定剤 中止
2 Sc 230 裸錠 白 有 ｴﾙﾗｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg 三和化学研究所 末梢循環障害改善剤 0306中止 9703ﾋｰﾄ変更

(Sc230追加) 舌下錠
2 ERN2:2mg 裸錠 白 有 ｴﾙｶﾛﾝ2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg 全星薬品工業 循環改善剤 0605中止 0308ﾋｰﾄ変更

舌下錠
2 ES 2 ES2 10mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢SN｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮

抗剤
1012中止

2 t F2 口腔内崩壊錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 090515収載

2 S 2：S 2 裸錠(花形) 淡赤 有 ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 塩野義製薬 降圧利尿剤 0303SP→PTP 98ﾋｰﾄ記
号削除，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 十字割線

2 FC 2 裸錠 白 有 ｶﾊﾟｰｿﾝ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0006中止 960705収載

2 FJ H02 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

2 2 FPF-132 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠-2｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 藤本製薬 抗不安剤 8911中止
2 FS 2 FS2 2.5mg OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾌ

ｿｰ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症・狭心症治療

剤，持続性Ca拮抗剤
091113収載

2 GLAXO S2 裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾉｰﾙ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 日本ｸﾞﾗｸｿ 気管支拡張剤 9208中止
2 GS CL2:5 GS CL2 裸錠(長円形) 白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠小児用5mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載
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2 GSFC2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

橙 無 ｴﾌﾟｼﾞｺﾑ配合錠 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ，硫酸ｱﾊﾞｶﾋﾞ
ﾙ

300mg，
600mg(ｱﾊﾞｶ
ﾋﾞﾙとして)

ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

2 GS:FE2 GSFE2:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠20mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 20mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0209ｺｰﾄﾞ変更

2 GX 111 GX111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾞﾌﾗﾝ錠2 塩酸ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

98ﾋｰﾄ裏記号削除，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 940415収

2 GX CE2 GX CE2 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長楕
円形)

淡黄 ｱﾎﾞﾙﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ 0.5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5α 還元酵素阻害薬，前
立腺肥大症治療薬

090904収載

2 GX CM2 GX CM2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 高尿酸血症治療剤 020705収載(商品名変更
前:ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠)

2 2 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾏﾙｺ製薬 広域精神身体平衡剤 旧本体ｺｰﾄﾞ（0212～0306
にかけて） 9807ﾋｰﾄ変更

2 HD:HD-002 糖衣錠 白 無 I.B.-100｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 菱山製薬 消炎･鎮痛･解熱剤 0002中止
2 NV：H G 2mg：2mg HG 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環改善剤 0710本体ｺｰﾄﾞ変更
2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｪﾙﾁﾝ錠0.5 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾋﾞﾌｪﾙﾁﾝ錠2 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 2mg ﾏﾙｺ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9804中止 940708収載
2 HL02 HL02 HLP-0.2 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾘｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
1101中止 080704収載

2 HLS2 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
2 H2 HPC002:HPC002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｾﾉｰﾙ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 原沢製薬工業･ｻﾝﾄﾞ，ﾎﾟｰ

ﾗﾌｧﾙﾏ
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0704販売社名変更(前:科
薬) 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ裏変更
(25削除)

2 裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更

2 JZ HT2J ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｬｽﾄﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

堀田薬品合成 血管代謝改善剤 9206中止

2 HT2N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ色 ﾋﾒｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾎﾘﾀ｣ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 堀田薬品合成 胆道機能改善剤 99中止
2 HT2R ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃｼﾞｬｽﾄ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 堀田薬品合成 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9206中止
2 HT2U 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ﾎﾘﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 堀田薬品合成 消炎酵素剤 9601中止
2 HT 2Y HT2Y 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾏﾘｵｯﾄﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 堀田薬品合成 広範囲経口抗菌剤 0003承継（陽進堂へ，そ

の後ｱｽﾃﾞｭﾌｪ錠200mgが
代替新規） 970711収載

2 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

2 HYZ 02 HYZ02：HYZ02 糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾋﾟｼｯﾄﾞ錠 ﾊｲｿﾞﾝ製薬-大正薬品工
業

前立腺肥大症治療剤 0907中止 0001本体ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更(前:HY02)

2 IM 2 裸錠 白 無 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

2 IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

2 IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大洋薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0405ﾋｰﾄ変更 0205ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 大興
のｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲ
ﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)と本体

2 IC-525 2mg:INT2mg 裸錠 白 有 ｲﾉｵﾀｰ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ｲｾｲ 脳･末梢血流障害改善剤 0705中止 舌下錠
2 IR 2 IR2 2mg:IR2 裸錠 白 無 ﾄﾞﾗﾝｼﾞﾝ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
1011発売

2 IW 02 CT5 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｲﾜ
ｷ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 岩城製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

2 JD 02 JD02 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠20mg「JD」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性高血圧・狭心症治
療剤

1002ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ)
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2 2 ＪＧ 2JG 20:20 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠20mg｢JG｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤(口腔内
崩壊錠)

070706収載

2 JG E02 JG E02 2:2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg｢JG｣ ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧治療剤 070706収載
2 K2 K2 2mg:2mg 三角形 無 ｶｲﾄﾘﾙ錠2mg 塩酸ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ 2mg（ｸﾞﾗﾆｾﾄ

ﾛﾝとして）
中外製薬 5-HT3受容体拮抗型制

吐剤
0310ｺｰﾄﾞ，形状変更

2 KB CD2 CD2 裸錠 白 有 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗不安剤 0201中止 97ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 KB DA-2 DA-2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0105迄) 9609ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収

2 KB R2 R 2 裸錠 白 無 ﾚｽﾀｽ錠 ﾌﾙﾄﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 持続性心身安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(0106迄)
2 KB-S2 KB-S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤 削除 9612ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

2 KB T2 T2 裸錠 白 有 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ錠｢ｵﾙ
ｶﾞﾉﾝ｣

塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0107まで) 0010商
品名変更(旧:塩酸～｢ｶﾈ
ﾎﾞｳ｣)

2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾕﾘｰﾌ錠2mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 2mg ｷｯｾｲ薬品工業 選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

081218収載 第一三共の
ものとﾋｰﾄ異なる

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾕﾘｰﾌ錠2mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 2mg ｷｯｾｲ薬品工業-第一三
共

選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

081218収載 ｷｯｾｲ薬品工
業のものとﾋｰﾄ異なる

2 KH 208 KH208 2mg：2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾆｰﾙ錠2 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

2 KH 2：☆ORGANON ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 MSD 経口避妊剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) ﾌﾟﾗｾ
ﾎﾞ 成分含有製剤はｺｰﾄﾞ
TR 5:☆ORGANON，白色

2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/淡赤
白

ﾕﾘｰﾌｶﾌﾟｾﾙ2mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 2mg ｷｯｾｲ薬品工業 選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

0906中止 060428収載 第
一製薬のものとﾋｰﾄ異な
る

2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/淡赤
白

ﾕﾘｰﾌｶﾌﾟｾﾙ2mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 2mg ｷｯｾｲ薬品工業-第一三
共

選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

0901中止 0707ﾋｰﾄ記号

2 KR002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｷｮｳﾍﾞﾘﾝ錠100 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ 100mg 大峰堂薬品工業-日本化
薬

整腸剤 0502製造元変更(前：日
本ﾍｷｻﾙ)

2 KR 02:KR 02 KR02:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑～淡黄
緑

無 ﾚｸﾞﾊﾟﾗ錠25mg 塩酸ｼﾅｶﾙｾﾄ 25mg(ｼﾅｶﾙ
ｾﾄとして)

協和発酵ｷﾘﾝ 二次性副甲状腺機能亢
進症治療剤（ｶﾙｼｳﾑ受容
体作動薬)

0810社名変更，合併に伴
い(前:ｷﾘﾝﾌｧｰﾏ)

2 KTB Z 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾞﾄﾁﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 寿製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810頃中止
2 KTB-S2  KTB-S2 50mg KTB S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 寿製薬 狭心症･不整脈治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｽｶｼﾞﾛｰﾙ50ｶ
ﾌﾟｾﾙ)

2 HP 2：Kw HP2 KwHP2 2：KwHP2 2 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408ｺｰﾄﾞ変更，ｻｲｽﾞ変更
2 KY 02 GLUCONSAN K KY02

5mEq
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠5mEq ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 5mEq ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ・科研製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠)
0704製造販売会社社名
変更(前:科薬) 0206ﾋｰﾄ

2 2 KY KY･LE-2 裸錠 白 有 ﾚﾃｸﾘﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 科薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9902中止 960705収載

2 KY 14 KY・CLO-2 200mg:200 裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(前:科薬)
0501製造元，ｺｰﾄﾞ変更
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2 L2:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠200mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9801ﾋｰﾄ変更
940708収載

2 LC 2 LC2 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢科
研｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大興製薬-科研製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

2 裸錠 白 無 ﾙﾄﾗｰﾙ錠2mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 2mg 塩野義製薬 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾄﾗｰﾙ錠)
0105ﾋｰﾄ変更(横型→縦
型) 表裏商品名記載

2 LTG 2 LTG2 裸錠 白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠小児用2mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載
2 M2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾛｲｼﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 帝三製薬 微小循環改善剤 9304中止
2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾛｰﾙ錠24mg 塩酸ﾃﾛｼﾞﾘﾝ 24mg ｷｯｾｲ薬品工業 頻尿･尿失禁治療剤 9109中止
2 M I 裸錠 白 有 ﾅﾁﾙｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大洋薬品工業 低血圧治療剤 0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
2 MK 08：2 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠2 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 小林化工-明治製菓 睡眠誘導剤 040709収載
2 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0607中止 0304社名変更

（統合に伴い）
2 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
2 MS 002:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢明治｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 明治製菓 前立腺癌治療剤 090515収載
2 MS A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢明治｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
明治製菓 持続性Ca拮抗薬 080704収載

2 MS E02 裸錠 橙 無 ｴﾘｵｯﾄ21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

明治製菓 経口避妊剤(11～21日分) 0107中止 990902販売
990616承認 薬価未収載

2 MS E02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｴﾝｶﾌﾟﾗP錠 明治製菓 血圧降下剤 9209中止
2 MS F-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
2 MS O02 MS OD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｺﾛｼﾞﾗﾝ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 明治製菓 冠血管拡張剤 9002中止
2 MS P-02  MS P-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾ
2 MS R02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
2 MS T-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/薄黄 ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞ､ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ 10mg，50mg 明治製菓 消炎酵素製剤 0006中止
2 MS W-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
2 MS X02 MS XE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠 明治製菓 消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
2 MS X02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合錠 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠)
2 MWT-002 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大正 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0106中止 9907販売

2 MX 2 MX2 10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢科研｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
2 N2 25単位:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 S-ｶﾙｼﾞｰ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日新製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環障害改善剤 0711ﾋｰﾄ表NS249削除等
2 裸錠 白 無 ｶﾞｽﾛﾝN錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載

2 002 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢日医工｣50 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 日本医薬品工業 解毒剤 89中止
2 糖衣錠 帯黄白 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠(2mg) ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 2mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

2 n002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢日医工｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾄﾉｰﾙ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ
ﾝ錯化合物

5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 胃潰瘍治療剤 0012中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96社
名，色変更

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 沢井製薬-明治製菓 消炎酵素製剤 9611中止
2 N2

SANDOZ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0910中止 0601社名変更

(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ表
200追加，ﾋｰﾄ裏記号変

2 n EP2 裸錠 淡赤白 有 ｴﾎﾟｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 日医工 循環改善剤 9809承継
2 NF02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/黄緑 ﾁﾞｱﾛｰﾙS 日本商事 降圧利尿剤 9011中止
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2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠2mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

2 NPI 02 NPI-02 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
2 NT 2 NT 2:Organon NT2:50mg 裸錠(長円形) 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾋﾞｼｮｯ
ﾄ錠50)

2 NZ 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

2 NZ 2 NZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9902ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載) ﾋｰﾄ表裏商品名記載

2 WELLCOME O2F WELLCOME O2F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9712
ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名

2 OG02 OG02 Otsuka 25mg:25mg 糖衣錠 白 無 ﾊｲｾﾞｯﾄ錠25mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 25mg 大塚製薬 高脂血症治療剤，心身症
治療剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲｾﾞｯﾄ錠25)
0107ﾋｰﾄ変更 9707ﾋｰﾄ表
変更(25削除)，商品名記

2 2 OI OI33:2mg 裸錠 白 有 ﾛﾌﾚｵﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0209中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｸﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大蔵製薬 脂質代謝改善剤 0003中止 9711ﾋｰﾄ記号
削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ錠｢ｵｰｸ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 9702中止
2 O.S 2 O.S2 20mg：20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾙﾌﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ

ﾏ，日医工
持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

1001ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ中止
0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0909日医工中

2 O.S E2 裸錠 白～微黄 有 ｴｽｵｰﾐﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9901中止 960705収載

2 裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ･ｱｽﾞｳｪﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 0109中止
2 OX 2 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
960705収載

2 OX 2 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

2 AL20:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ] ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 9911ﾋｰﾄ

AL20削除)
2 2P:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050927三共は販売終了

0204ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 気道粘液溶解剤 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

2 2 KL600 2 KL600 裸錠 白 有 ﾎﾟﾗｷｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

01ﾋｰﾄ表2mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 PM2 糖衣錠 薄淡青 無 ﾊﾟﾑﾈｰｽ錠2 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 東邦新薬 抗不安剤 中止
2 T S:PM2 裸錠(楕円形) 白 有 ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠(2mg) 酢酸ﾊﾟﾗﾒﾀｿﾞﾝ 2mg 田辺製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0603頃中止 9711ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
2 KTB 22 KTB22:POL･2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ2mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
960705収載

2 PSK C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

2 PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変
更(旧:淡黄)

2 PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

2 2:PT B06 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
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2 1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

2 PT E02 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
2 PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9102変更
2 PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
2 5:PT N02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N02追加
2 PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万

単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更

に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

2 PTU02 PT U02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾅｼﾝ錠 ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9511
ﾋｰﾄ裏商品名記載

2 PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾅｼﾝ錠)

2 PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

2 KB R2 R 2 裸錠 白 無 ﾚｽﾀｽ錠 ﾌﾙﾄﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 持続性心身安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(0106迄)
2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0304ﾋｰﾄ裏R･C2削除等
2 RF 2 RF2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾙﾌﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本ﾘﾒﾌ-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで) 920710

収載
2 RJ 2

2mg
裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0703頃中止 0603ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ) 舌下錠

2 RJ 2 COX2:RJ2 2mg 裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-東京田
辺製薬

脳･末梢血流障害改善剤 9508中止 舌下錠

2 M 904 M904 裸錠 白 有 ﾘﾘﾊﾞｰ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾒﾙｸ製薬 精神神経安定剤 0712中止 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾘﾊﾞｰ錠)

2 RL 2 裸錠 薄橙 有 ﾛﾝﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬，興
和ﾃﾊﾞ

持続性心身安定剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

2 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠2 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 抗不安剤 0111本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

2 ROCHE ･2･:D V 裸錠 薄橙 有 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠2mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠2)

DV-2削除) 十字割線
2 ROCHE 2 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠2 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9411まで)
2 ROCHE 2 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠2 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

152）削除 0210製造元変
更 9412ﾋｰﾄ変更

2 裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠2mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 旧ｺｰﾄﾞ
2 S 2 S2 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾌｿｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤

持続性Ca拮抗剤
080704収載

2 S 2：S 2 裸錠(花形) 淡赤 有 ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 塩野義製薬 降圧利尿剤 0303SP→PTP 98ﾋｰﾄ記
号削除，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 十字割線

2 SANKYO 262 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠2mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更
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2 SANKYO 807:2 裸錠 白 有 ﾒﾃﾊﾞﾆｰﾙ錠2mg ｵｷｼﾒﾃﾊﾞﾉｰﾙ 2mg 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ-第一
三共

鎮咳剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)他 060609収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾒﾃﾊﾞﾆｰﾙ錠) 麻薬

2 SB 2 SB222SV2 裸錠 白 無 ｱﾌｪﾅｰﾄ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 9603中止 9208ﾋｰﾄ変更
2 C-11A 2 C-11A・2：2 裸錠 白 有 ｿﾅｺﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0303ﾋｰﾄ変更，

表ｺｰﾄﾞ追加等 0012ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC2削

2 S 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘｰﾅ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 第一製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄）
2 EISAI SL002 2mg:SL002 EISAI 2 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠2mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 9210ﾋｰﾄ変更
2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
持続性高血圧･狭心症治
療剤

0704中止 03ﾋｰﾄ変更

2 2 KL160:2 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠2mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠2)

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

0102中止 9902ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 SPI 002 SPI002 裸錠 白～淡黄白 無 ﾒｽﾞｻﾄﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 新日本薬品 利尿剤 03中止
2 2 SRP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ｻﾝﾄﾞ 抗精神病剤 070706収載
2 ST2 ST2 ST2 2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ｻ

ﾝﾄﾞ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ｻﾝﾄﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

2 SW 771 SW-771 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｵﾘﾍﾞｰﾄ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0205ﾋｰﾄ裏変更

2 2 SW-021 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 沢井製薬 抗不安剤 旧本体(99まで)
2 SW 002 SW-002 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾁｱﾌﾟﾘﾑ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg（ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして）
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0210ﾋｰﾄ変更

2 SW A2:5 SW-A2 OD:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

091113収載

2 SW SW-126:SW-BE2 裸錠 白 無 ﾍﾞﾅﾘｰﾙ2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 沢井製薬 気管支拡張剤 92中止
2 SW BIC:2 SW-BIC:2mg 裸錠 薄橙 有 ﾋﾞｶﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 2mg 沢井製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｶﾓｰﾙ錠)
2 SW BN2 SW-BN2:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤､高血圧

症･狭心症治療剤
060707収載

2 SW CD2：2 SW-CD2 2mg:2mg 裸錠 淡橙 有 ｶﾃﾞﾒｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

沢井製薬 血圧降下剤 040709収載

2 SW CW2 SW-CW2 2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｽﾛｰ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0512ﾋｰﾄ変更，ｺｰﾄﾞ記載
050708収載

2 SW FV2 SW-FV2 50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

2 SW 432 SW-432 2mg：2mg 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 沢井製薬 循環改善剤 0706中止 0306頃ﾋｰﾄ変
更 0004本体刻印 舌下錠

2 SW RP2 SW-RP2:2 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 沢井製薬 抗精神病剤 070706収載
2 SW TC2 SW-TC2:2 mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 沢井製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

2 SW V2:SW-V2 0.2 0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

2 SW VG2：0.2 SW-VG2 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg「SW」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
2 t 2 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
091113収載

2 T 65 裸錠 白 有 ﾒﾄﾘｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大正製薬-大正富山医薬
品

低血圧治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0206ﾋｰﾄ変更 0011ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9701ﾋｰﾄ変更
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2 TA 002 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀｲﾄﾞ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 田辺三菱製薬 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0806中止 0710社名変更
（前：田辺製薬）

2 TBP122 2mg 裸錠 白 無 ﾛｷｼｰﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 2mg 東菱薬品工業 中枢･末梢性筋緊張緩解
剤

9705中止

2 TC 2 2mg:2mg TC2 裸錠 白 有 ｼﾞｱﾊﾟｯｸｽ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 大鵬薬品工業 鎮静･抗不安剤 0206ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化

2 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

乳白 ﾍﾓﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 経口痔核治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾓﾘｰﾙ(ﾄｰﾖ))

2 TE C2:TE C2 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠2.5mg｢TE｣ ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ
ﾃﾗｽ製薬

心不全治療薬 081107収載

2 TE D2 TED2 裸錠 白 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠
100mg｢TE｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ
ﾃﾗｽ製薬

不整脈治療剤 100528収載

2 TE E2:TE E2 TE E2 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-持田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

2 TG 02 TG-02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾘﾝｽﾀｰ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ﾂﾑﾗ β 遮断剤 9503中止 920710収載
2 TG 002:1 TG002 1 裸錠 白～微黄 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

2 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 9703ﾋｰﾄ変更(TIP-2削除)
2 NF 324 NF324 糖衣錠 淡桃 無 ﾃﾅｷｼﾙ錠2mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 2mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続型非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧 0410社名変更
2 Tw 220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠2mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
060707収載

2 Tw 220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠2mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

2 Tw 014:2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 東和薬品 抗精神病剤 070706収載
2 TOYO 101:2 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
2 t S2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

2 TS 2 TS:TS222SV 裸錠 白 有 ﾊﾞｾｿﾞﾘﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)
2 TS 2 TS:TS225SV 裸錠 白 有 ﾊﾞｾｿﾞﾘﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 9603中止 9302ﾋｰﾄ変更
2 TSU002 20mg:20mg 裸錠 白 有 ｱｲﾃﾞｲﾄﾛｰﾙ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 鶴原製薬 不整脈･狭心症治療剤 0403中止
2 TT 2 TT213SV 裸錠 淡桃 有 ﾃﾞﾙﾄｲﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 進化製薬 降圧利尿剤 9603中止
2 Tu-BA 002 2mg:Tu BA-002 裸錠 白～微黄白 有 ﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠2mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 辰巳化学 睡眠導入剤 030704収載
2 Tu CV-002 2mg 裸錠 白 有 ｺﾝﾎﾞﾝ錠2mg 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
気管支拡張剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾝﾎﾞﾝ錠)
2 T Tu TM-002 裸錠(花型) 淡桃 有 ﾄﾘｽﾒﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
降圧利尿剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾘｽﾒﾝ錠) 十
字割線

2 Tu-TZ 02：2 Tu TZ-02:Tu TZ-02 2mg 裸錠 淡橙 有 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 040709収載

2 Tu-VG 02 TuVG-02 0.2：TuVG-02
0.2mg

裸錠 白～微黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2「ﾀﾂﾐ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 辰巳化学 糖尿病食後過血糖改善
剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

2 Tw 002 Tw002 裸錠 黄 有 ｱﾌﾟﾚｼﾞﾝ錠10 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 血圧降下剤 中止 東和のﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠
200mg(ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ)
とｺｰﾄﾞ同じ

2 Tw 002
200mg

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 東和薬品 抗てんかん剤，躁病･躁
状態治療剤

060707収載 東和のｱﾌﾟﾚ
ｼﾞﾝ錠10(塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ，
中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

2 Tw DP2 Tw.DP2 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 東和薬品 抗不安剤 1978発売
2 Tw LM Tw.LM 2 裸錠 白 有 ｴﾙﾒｻｯﾄ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 東和薬品 脳･末梢循環障害改善剤 舌下錠
2 T X 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧品名(0911ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞ

ﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更) 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

2 T X 裸錠 白 有 ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ塩酸塩錠
2mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0911商品名変更(前:ｽﾄﾌﾞ
ﾗﾝ錠)

2 TYK02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

5mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧品名，ﾃﾞｰﾀ 030704商
品名変更（FAD錠5mg
（TYK)へ） 0108ﾋｰﾄ変更
(FAD5削除)
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2 TYK 02 TYK02 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠5mg｢TYK｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
2 裸錠 微黄～淡黄 無 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠5mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 5mg(ﾎﾘﾅｰﾄ

として)
ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 抗葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
2 UPJOHN 002 UPJOHN 002 裸錠 白 有 ｶﾙｽﾐﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟ

ｼﾞｮﾝ
睡眠導入剤 9810中止 9609販売元社

名変更
2 V 2 V2 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
大興製薬-大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
080704収載

2 TW 裸錠 白 無 ﾊﾞｲｼﾘﾝV2錠 万有製薬 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
2 裸錠 白 有 ﾍﾞﾍﾞﾛﾝ 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 4mg 沢井製薬-明治製菓 気管支拡張剤 9611中止
2 VH2 VH2 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠200mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0606ヒートｺｰﾄﾞ変更

（VH2->VH200)，ﾋｰﾄ裏記

2 VL 2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

2 MCI 064:2 MCI064 裸錠 薄青 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元

2 WELLCOME Y2B WELLCOME Y2B 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾃﾘﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

住友製薬-ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 合成抗菌剤 0001中止 9706ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2 YD 002 裸錠 白 有 ﾖｳﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 陽進堂 抗精神病剤 9808中止
2 Y EP2 Y-EP2 2:Y-EP2 裸錠 淡赤白 有 ｴﾎﾟｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg 吉富製薬 脳･末梢循環改善剤，降

圧剤
9809中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 舌下錠

2 Y LT:2 Y-LT2 2mg：Y-LT 2mg 裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(2mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

2 YO CC2 YOCC2 250mg:YOCC2 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣250mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 吉田製薬 制酸剤 010706収載，裏商品名記
載

2 YO MG2 YO MG2 250mg:YO MG2
250mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 0801ﾋｰﾄ裏250mg追加
0107ﾋｰﾄ表変更(MGT250
→YO MG2 250mg)

2 MC 2 10mg YP-MC2 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾕｰﾄｸ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大興製薬-祐徳薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
2 Y PZ2 Y-PZ2 2mg：2mg 糖衣錠 白 無 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 030704商品
名変更（前：2mgﾋﾟｰｾﾞｯﾄ
ｼｰ糖衣錠2mg）

2 Y R2 2mg:Y-R2 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 070706収載

2 OH 271 Y-SHU2 2mg:OH-271
2mg

裸錠 白 有 ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大原薬品工業-田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

低血圧治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠)
大原薬品とﾋｰﾄ異なる

2 YT C2 YT-C2:YT-C2 HEP3 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾛｰﾙ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 東亜薬品-山之内製薬 抗精神病剤 0212中止 990223承認
9907販売

2 YT F2 YT-F2:YT-F2 TEB-D50 口腔内崩壊錠 白 有 ﾃﾙﾎﾞﾐﾝD錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 心臓選択性β 遮断剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 990315承
認 9907販売

2 YT-Z2:YT-Z2 ALF0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｱﾙﾌｧｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東亜薬品-山之内製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0111中止(ｱﾙﾌｧｶﾞｰﾄﾞｶﾌﾟ
ｾﾙ0.5として継続) 990315
承認

2 ZD 2:☆ORGANON ZD2:2mg 裸錠 白 有 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ錠｢ｵﾙ
ｶﾞﾉﾝ｣

塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0607中止 0207ﾋｰﾄ包装
中止 0107本体，ﾋｰﾄ変更

2 ZE 02:20 CS20 ZE02:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

0302ﾋｰﾄ変更 920710収
載

2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
2 裸錠 淡青 有 ｱｽﾞﾌﾟﾛ錠2mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大興製薬・日本薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 0703大興製薬中止 0403

日本薬品工業中止
2 裸錠 白 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止 0211ﾋｰﾄ商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 0003ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化等

2 裸錠 薄橙 有 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠2mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠2)
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2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

2 裸錠 白 無 ﾐﾝﾄﾞﾛﾁﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾏﾙｺ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0405中止 030704収載

2 裸錠 微紅 有 ﾐﾝﾄﾞﾛﾁﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0405中止 030704収載

2 SANKYO 126:2 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠2 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

2 SANKYO 258:2 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg(ｻﾙﾌﾞﾀ
ﾓｰﾙとして)

三共 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(0702迄)，承継に
伴い(ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝへ)
0207ﾋｰﾄ会社ﾏｰｸ変更な
ど 9702ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

2 KN 298 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706中止 960705収載

2 裸錠 白～黄みの
白

有 2mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

2 裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ2mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 2mg 武田薬品工業 睡眠剤
2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠2.5mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 2.5mg 第一三共 慢性心不全治療剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

2.5 202：2.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 0208ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）

2.5 AJ3:2.5 AJ3 2.5mg
AJINOMOTO:AJ3 2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱｸﾄﾈﾙ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

味の素製薬-ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

2.5 n 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾍﾟﾘｰﾙ錠2.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 日医工 緩下剤 0307ﾋｰﾄ変更 960705収
2.5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢

CH｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

2.5 EE 210:2.5 EE 210 OD 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

2.5 JG 7 JG7 2.5:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
JG｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬(口
腔内崩壊錠)

091113収載

2.5 KN 306:2.5
OD:2.5mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
KN｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

2.5 KRM 104:2.5 KRM104 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
KRM｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載

2.5 NP 331:2.5 2.5mg:NP-331 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
NP｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

2.5 NS 541 NS541 2.5:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
NS｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日新製薬･第一三共ｴｽ
ﾌｧ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

091113収載

2.5 TU 231:2.5 TU231 2.5:TU231 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
TCK｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-辰巳化学 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗剤

091113収載

2.5 TYK 506 TYK506 2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
TYK｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾊｲｿﾞﾝ製薬-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

旧品名(110128ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
OD錠2.5mg｢興和ﾃﾊﾞ｣に
変更) 1007販売元変更，
統合に伴い(前:大正薬品
工業)

2.5 YD 570:2.5 YD570 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
YD｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

陽進堂 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載
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2.5 ZE 25:2.5 ZE25 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
ZE｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

全星薬品工業-全星薬品 高血圧･狭心症治療剤，
持続性Ca拮抗剤

091113収載

2.5 AK 421 AK421 2.5mg:2.5 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢あ
すか｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

2.5 SW A1:2.5 SW-A1 OD:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

091113収載

2.5 t 1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

2.5 TTS 710:2.5 TTS-710 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

高田製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

2.5 Tw 510:2.5 口腔内崩壊錠 淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

2.5 FS 2 FS2 2.5mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾌ
ｿｰ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症・狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗剤

091113収載

2.5 LC 1 LC1 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢科
研｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大興製薬-科研製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

2.5 TYK 506 TYK506 2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢興
和ﾃﾊﾞ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

110128収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD
錠2.5mg｢TYK｣)

2.5 ｎ 551:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢日
医工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 091113収載

2.5 MS 005
2.5mg:2.5mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢明
治｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

明治製菓 持続性Ca拮抗薬 091113収載

2.5 BMD 11:2.5 BMD11 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢BMD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

2.5 EP 201:2.5 EP201 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢
DSEP｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療薬
/持続性Ca拮抗薬

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠
2.5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
承継に伴い(前:ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ)

2.5 EE 206 EE 206 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 EP 01:2.5 EP01 2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢EP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 旧品名(100917ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
錠2.5mg｢DSEP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴い(新:
第一三共ｴｽﾌｧ) 080704

2.5 FJ 28:2.5 FJ28 2.5mg:2.5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢F｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

富士製薬工業 持続性Ca拮抗薬 1005ﾋｰﾄ若干変更

2.5 JG E16:2.5 JG E16 2.5:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 KN 135 KN135 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

小林化工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 MED 214 MED-214:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢MED｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性Ca拮抗剤 高血圧
症･狭心症治療剤

080704収載

2.5 NP 317:2.5 NP-317 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢NP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗薬

080704収載

2.5 NS 534 NS534 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢NS｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日新製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

080704収載

2.5 PH 131 PH131 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢PH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

2.5 RLL:A 25 RLL A25:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢RLL｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｲﾛﾑ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

2.5 TU 211:2.5 TU 211 2.5 mg:TU211
2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢TCK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

辰巳化学 持続性Ca拮抗剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

2.5 TYK453 2.5:TYK453
2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載
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2.5 YD 960:2.5 YD960 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢YD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

陽進堂 持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ZJ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 101119収載

2.5 AK 401 AK401 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢あす
か｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 KW 060 2.5:KW060 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗薬

080704収載

2.5 IC 531:2.5 IC-531 2.5mg 2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｲｾｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｲｾｲ･ｶｲｹﾞﾝ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

2.5 OH 216:2.5 OH-216 2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大原薬品工業 持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 n 533:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｶﾞﾚﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-全星薬品
工業，全星薬品，日医工

持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

2.5 NPI 109 2.5:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性Ca拮抗薬 0904ﾋｰﾄ表NPI-109削除

2.5 KK 560:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｺｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

救急薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 1001販売元変更(前:興和
創薬，興和)

2.5 V1 V1 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大興製薬-大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

2.5 TTS 372:2.5 TTS-372 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

高田製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 TG 122 TG122 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 Tw 735:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

2.5 S1 S1 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾌｿｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

2.5 KC 71 KC71 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢科研｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

080704収載

2.5 ｎ 555:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢日医
工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 MS A01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢明治｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

明治製菓 持続性Ca拮抗薬 1011頃片面割線→両面
割線 080704収載

2.5 DS 571 DS571 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

2.5 KH 022 KH022 2.5mg:OD 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

極薄黄 無 ｱﾚﾛｯｸOD錠2.5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 2.5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 101119収載

2.5 EP 205:2.5 EP205 2.5 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
DSEP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ・ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸
塩錠2.5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変

2.5 EP 03:2.5 EP03 2.5:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
EP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

旧品名(100917ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ
塩酸塩錠2.5mg｢DSEP｣に
変更)，旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴
い(第一三共ｴｽﾌｧへ)
080704収載

2.5 JG E06:2.5 JG E06 2.5:2.5 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

2.5 PH 171:2.5 2.5mg PH171 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
PH｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

2.5 TU 220:2.5 TU220 2.5mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
TCK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ
ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
080704収載

2.5 TYK513 2.5:TYK513
2.5mg

裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

2.5 536:2.5 YD536 2.5mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
YD｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載
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2.5 OH 213:2.5 OH-213 2.5:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大原薬品工業・沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

2.5 NP 357:2.5 2.5mg NP-357:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ｶﾞﾚﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

2.5 MED 224:2.5 2.5mg MED-224:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

2.5 SW 570:2.5 SW-570:2.5 mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ｻﾜｲ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

2.5 t 8:2.5 裸錠 無 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

2.5 Tw 021:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

2.5 M 111:2.5 M111 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

091113収載

2.5 ｎ 040:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

2.5 EE 30:2.5 EE30 2.5mg:2.5 裸錠 淡桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠2.5｢EMEC｣ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

080704収載

2.5 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0807発売

2.5 JG 33 JG33 2.5:2.5 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

2.5 2.5 MH22 2.5mg:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1007ﾋｰﾄ若干変更
090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠

2.5 MK 35 MK35 2.5mg:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠2.5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

2.5 MK 35 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠2.5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

2.5 2.5 MH22:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(090515ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ
ﾏﾚｲﾝ酸塩錠2.5mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣に変更) 0802社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

2.5 DK 403 DK403:DK403 2.5mg 裸錠 白 無 ｴﾅﾘﾝ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾘﾝ錠2.5)

2.5 R J ET249 :2.5mg 裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ-科薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ(0611迄)，ｻﾝﾄﾞのも
のとﾋｰﾄ統一に伴い 0601
製造販売元社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

2.5 R J
2.5mg

裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾚﾅﾝﾄ錠)
0812ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

2.5 裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

0206中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 MED 113 MED-113 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ｵﾍﾟｱﾐﾝ錠2.5 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

血糖降下剤 0212ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など 98ﾋｰﾄ裏記号
(MED-OA2.5)削除

2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠2.5mg ｸｴﾝ酸ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg 大日本住友製薬 消化管運動促進剤 980925収載 ﾋｰﾄ商品名
記載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧ

2.5 Pfizer:CDT 255 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠1番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

2.5 Pfizer:CDT 251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠2番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載
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2.5 ｔ 56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｶﾄﾗｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 Ca拮抗薬 050708収載
2.5 154：Tw Tw154 2.5mg：2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｶﾙﾈｰﾄ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載
2.5 Tw102 Tw102 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ｸﾗﾐﾄﾝ錠2.5 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 東和薬品 経口血糖降下剤 旧品名(080620ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐ

ﾄﾞ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
950707収載

2.5 Tw102 Tw102 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠2.5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 東和薬品 経口血糖降下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾐﾄﾝ錠2.5)

2.5 KY 03 GLUCONSAN K2.5 KY03
2.5mEq

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠2.5mEq ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 2.5mEq ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ・科研製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK2.5
錠)，剤型変更(前:楕円
形) 0704製造販売会社社
名変更(前:科薬)

2.5 ZD4522：2 1/2 2.5：ZD4522 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄～くす
んだ赤黄

無 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 2.5mg（ﾛｽﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして）

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ・塩野義製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

050318収載，5mgには本
体に5の記載あり。

2.5 LILLY 4112
TA4112

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

2.5 AZ 125：2.5 AZ125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ Ca拮抗剤 0303本体ｺｰﾄﾞ，製造元変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

2.5 SW 905 SW-905 2.5：2.5mg 裸錠 白 有 ｽﾙﾁﾐﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 沢井製薬 緩下剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙﾁﾐﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏
記号(SW-SM)削除

2.5 裸錠(楕円形) 白 有 ｾｵｸﾞﾙﾐﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 長生堂製薬 血糖降下剤 旧品名(090925ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐ
ﾄﾞ錠2.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄ

2.5 t 63 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 070706収載

2.5 M 301 M301 2.5mg:M301 2.5mg 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 081107収載

2.5 ZOMIG 2･5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｿﾞｰﾐｯｸﾞ錠2.5mg ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 2.5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 片頭痛治療薬/5-
HT(1B/1D)受容体作動薬

010831収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 CG 122 2.5mg：2.5mg CG122 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠2.5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

03頃ﾋｰﾄ変更，表CIB2.5
削除等

2.5 Tw DR Tw.DR 2.5mg:2.5mg 裸錠 白～微帯黄
又は微帯褐

有 ﾃﾞﾊﾟﾛ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 東和薬品 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0812商品名変更(前:ﾃﾞﾊﾟ
ﾛ錠)

2.5 KK 331 裸錠 白 無 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 0406中止0401ﾋｰﾄ変更
990709収載

2.5 PT N03 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

2.5 DK 025 DK025 2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟｰﾛﾐﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0911ﾋｰﾄ表2.5mg追加等
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｰﾛﾐﾝ錠)

2.5 HYZ 16 HYZ16 2.5 裸錠(長円形) 白 有 ﾊｲｿﾞｸﾞﾗｼﾄﾞ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 経口血糖降下剤 0404中止 010706収載
2.5 P P PDO 2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾄﾞﾊﾟﾘﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 寿製薬-日研化学 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 0110ﾋｰﾄ

変更
2.5 P P PP 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾄﾞﾊﾟﾘﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg（ﾌﾞﾛﾓｸ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして）
寿製薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾄﾞﾊﾟﾘﾝ錠)
0906頃興和創薬中止

2.5 MED PK MED-PK 2.5mg：2．5ｍｇ 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙｷｿﾞﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0808販売元変更(前：ｷｯｾ
ｲ薬品工業) 070615収載
(商品名変更に伴い，前:
ﾊﾟﾙｷｿﾞﾝ錠)

2.5 B 25 FJ B25:2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

富士製薬工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠)
0111ﾋｰﾄ変更
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2.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 緩下剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｯﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

2.5 O.S P O.S-P 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｺｽﾛﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 緩下剤 0907中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

2.5 P B 2.5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟｺﾍﾞﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｺﾍﾞﾝ錠)

2.5 NPI235:2.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾋﾟｺﾙｰﾗｶﾌﾟｾﾙ2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｺﾙｰﾗｶﾌﾟｾ

2.5 TE C2:TE C2 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠2.5mg｢TE｣ ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ
ﾃﾗｽ製薬

心不全治療薬 081107収載

2.5 CH8 CH8 2.5mg:CH8 2.5mg 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ臭化水素酸塩
錠2.5mg｢CH｣

臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾐﾃｯｸｽ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

2.5 TTS 216 TTS-216 2.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明(淡白ｼｰﾙ)

ﾌﾙﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 高田製薬 緩下剤 0104中止 97ﾋｰﾄ変更

2.5 NP 235：2.5 NP-235 2.5mg:2.5 裸錠 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾝ錠2.5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 030704収載
2.5 NP 235：2.5 NP-235 2.5mg:2.5 裸錠 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾝ錠2.5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 030704収載
2.5 ｔ 37 裸錠 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠2.5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0404販売
2.5 FJ 31 FJ31 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
2.5mg 富士製薬工業 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 1009販売会社変更(前:ﾜｲ

ｽ，武田薬品工業)，ｺｰﾄﾞ
変更

2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｼｹｱ錠2.5mg ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ 2.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過活動膀胱治療剤 060601収載
2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和

物
2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏
2.5削除等) 020426収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 5B：2.5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠)

2.5 B L 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9802
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

2.5 TTS 253 TTS-253 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾎﾟﾙﾎﾞﾉｰﾙ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg ﾛｰﾏﾝ工業-高田製薬 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾙﾎﾞﾉｰﾙ錠)

2.5 Tw 128:2.5 Tw128 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 無 ﾒｲﾝﾄｰﾜ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 東和薬品 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載
2.5 n 753:2.5 裸錠 白 無 ﾒｲﾝﾊｰﾂ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 日医工･共和薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0406ﾋｰﾄ変更 010706収
2.5 n 753:2.5 裸錠 白 無 ﾒｲﾝﾊｰﾂ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 日医工･共和薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0406ﾋｰﾄ変更 010706収
2.5 SW 332:2.5 SW-332 2.5:2.5mg 裸錠 白 無 ﾒｲﾝﾛｰﾙ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 選択的β 1遮断剤 1011収載
2.5 Tw 112 Tw112 2.5 裸錠 橙 有 ﾒﾄﾞｷﾛﾝ錠2.5 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ 2.5mg 東和薬品 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 970711収載
2.5 HM 317 HM317 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｾｰﾄﾞ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 東洋製薬化成-小野薬品

工業
緩下剤 0612中止 0301ﾋｰﾄ2.5mg

追加 9705ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 OH 205:2.5 OH-205 2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大原薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003大正薬品工業中止
040709収載

2.5 ZE 64:2.5 LUK2.5 2.5 ZE64:2.5mg 裸錠 白 無 ﾙｰｸ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾒﾙｸﾎｴｲ

選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0307ﾋｰﾄ変更 010706収
載

2.5 MSD 14 MSD 14 2.5：2.5 2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE
阻害剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

2.5 n 974 裸錠 薄桃 無 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0301ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

2.5 MED 211 MED-211 2.5 裸錠 薄黄赤 無 ﾚﾉﾍﾟﾝﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 NPI 127 NPI-127 2.5 裸錠 白 無 ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

2.5 EN 裸錠 薄桃 無 ﾚﾘｰﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 0406
頃ﾋｰﾄ変更(表2.5mg削除
他) 0201ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)
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2.5 μ g：2.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(卵形) 淡黄半透明 ﾛﾉｯｸｶﾌﾟｾﾙ2.5μ g ｵﾙﾉﾌﾟﾛｽﾁﾙ 2.5μ g 小野薬品工業 胃潰瘍治療剤 0703中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛﾉｯ
ｸｶﾌﾟｾﾙ) 0302ﾋｰﾄ2.5μ g

2.5 A 2.5:2.5 TSU008 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾂﾙﾊ
ﾗ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

鶴原製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成 利尿･降圧剤 01頃中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 940826収
載

2.5 IW 14:2.5 AM2.5 IWAKI:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｲﾜｷ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

岩城製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗薬)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠2.5)

2.5 T A BCL 2.5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9511まで) 94本体
刻印 920710収載

2.5 B L BCL 2.5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 9511本
体変更

2.5 B L 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業 経口血糖降下剤 0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
2.5 JB 602 BZT2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
2.5 CD 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 大洋薬品工業 緩下剤 090515収載
2.5 CG:FV CG/FV：2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤黄 無 ﾌｪﾏｰﾗ錠2.5mg ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後

乳癌治療剤
060428収載 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏのものとﾋｰﾄ異なる

2.5 CG:FV 2.5mg:CG FV 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤黄 無 ﾌｪﾏｰﾗ錠2.5mg ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

060428収載 中外製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

2.5 裸錠 白 無 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
2.5 裸錠(楕円形) 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠2.5mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
経口血糖降下剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｵｸﾞﾙﾐﾝ錠
2.5mg)，ﾋｰﾄ若干変更

2.5 CG 122 CIB2.5:CG 122 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠2.5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CIB2.5削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 LDY2.5 2.5mg:2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
2.5mg) 0302ﾋｰﾄ変更
（2.5mg追加等）

2.5 Sc 317 Sc317 DAM2.5:2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾀﾞﾑｾﾞｰﾙ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 三和化学研究所 経口血糖降下剤 03頃ﾋｰﾄ変更（Sc317裏
から表，裏商品名記載）
990315承認

2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠2.5mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 2.5mg 第一三共 慢性心不全治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

2.5 BM 302 BM302:BM302 Eg･2.5 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本ﾛｼｭ 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9808会
社統合に伴い承継

2.5 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
2.5 EN 裸錠 薄桃 無 ﾚﾘｰﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

2.5 FPF 181 FPF181:2.5mg 裸錠 白 無 ｴﾌﾋﾟｰ錠2.5 塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ｴﾌﾋﾟｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 0911中止 0509製造販売
元変更，承継に伴い(前:
藤本製薬)

2.5 2.5 2.5mg:FPF-264 裸錠 淡黄 無 ﾌﾞﾛｽﾃﾝ錠-2.5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 藤本製薬 高血圧･不整脈･狭心症
治療剤

9206中止

2.5 FPF182:2.5mg 耳
裏:FPOD-2.5

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄，淡
黄～黄の斑

無 ｴﾌﾋﾟｰOD錠2.5 塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ｴﾌﾋﾟｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 1011色変更(前:白～微
黄，橙赤～暗褐の斑点)

2.5 FT 2.5 2.5mg FT2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧｰｽﾙｰ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 伏見製薬所-伏見製薬 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｧｰｽﾙｰ錠)
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2.5 GT 裸錠(楕円形) 白 有 ｸﾞﾘﾋﾟﾅｰﾄ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 経口血糖降下剤 0806中止 0603ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601社名変更(前:日

2.5 HFT2.5 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ2.5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0303ﾋｰﾄ表2.5mg追加
9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

2.5 JK 301 JK301 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 無 ｱｾﾅﾘﾝ錠 ｼｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-協和発酵工
業

消化管運動賦活調整剤 0403薬価削除（00出荷停
止） 0201製造元社名変
更 9606ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 KY 08 KY･NER-2.5 2.5mg 裸錠 白 有 ﾈﾙﾌｨﾝ錠2.5 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 0704社名変更(前:科薬)
0301ﾋｰﾄ変更990709収
載，ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

2.5 M 601:2.5 M601 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

2.5 MED 113 MED-113 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ｵﾍﾟｱﾐﾝ錠2.5 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

血糖降下剤 0212ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など 98ﾋｰﾄ裏記号
(MED-OA2.5)削除

2.5 n 648:2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日医工 経口血糖降下剤 1103本体ｺｰﾄﾞ2.5追加
2.5 n 711 裸錠（長円形） 青～淡青 有 ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日医工 睡眠導入剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠)
0405ﾋｰﾄｻｲｽﾞ等変更
0203ﾋｰﾄ商品名記載

2.5 PT N01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N01追加
2.5 NR2.5 裸錠 白 無 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠2.5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選

択性阻害剤
0409中止 0207ﾋｰﾄ変更
931126収載

2.5 KW AM:OD OD2.5:KW AM OD OD2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

2.5 NPI 118 NPI-118 OD 2.5:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

2.5 OY 2.5 OY-2145 裸錠 淡桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠2.5･OY ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医
工

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0612中止 000707収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 2，5 SAM2.5 2.5 裸錠(楕円形) 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｻﾝﾄﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

080704収載

2.5 SAO 2.5:2.5 SAO2.5 2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｻﾝﾄﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

2.5 SEL 2.5:Kw 2.5:Kw SEL 2.5 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg 共和薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 060707収載

2.5 SERONO Serocryptin
2.5mg Bromocriptine

裸錠 白 有 ｾﾛｸﾘﾌﾟﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｾﾛｰﾉｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0103中止

2.5 C-21F C-21F・2.5：2.5 裸錠 白 無 ｼｸﾞﾏｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 中外製薬 狭心症治療剤 0211ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 9707ﾋｰﾄ記号
(SIG2.5)削除，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 SL SL2.5:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾗｯｸ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 岩城製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで)，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
900713収載

2.5 SL SL2.5 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾗｯｸ錠2.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 岩城製薬 緩下剤 060７0７収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾗｯｸ錠)
0001ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

2.5 SL 裸錠 薄桃 無 ｾﾘｰｽ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ACE阻害剤

2.5 CG 125 SPD2.5:CG 125 SPD2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｷｯｾｲ薬
品工業

Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 950317
収載
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2.5 SWAN 2.5 SW-AN2.5:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 高血
圧･狭心症治療剤

080704収載

2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101
商品名変更

2.5 TA 134:2.5 裸錠 白 無 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠2.5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0205ﾋｰﾄ変更

2.5 TA 201:2.5 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 田辺三菱製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0803本体割線追加 0710
社名変更（前：田辺製薬）

2.5 2.5 TSU228 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾝｽｰﾍﾞﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 鶴原製薬・共和薬品工業 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝｽｰﾍﾞﾝ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加

2.5 Tu-TJ 2.5 TuTJ-2.5:TuTJ-2.5
2.5mg

裸錠 白～微黄白 無 ﾀﾂｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 辰巳化学 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

050708収載

2.5 PC 143 2.5mg：TYK143 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾊﾟﾐﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大正薬品工業-日本化
薬，興和ﾃﾊﾞ

血糖降下剤 0503ﾋｰﾄ変更

2.5 U2.5 TTS-144 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

赤褐 有 ｱｯﾌﾟﾉｰﾙB錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

高田製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

2.5 U2.5 2.5：U2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

赤褐 有 ｱｯﾌﾟﾉｰﾙB錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

高田製薬-塩野義製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬) 081219収載(商品
名変更に伴い，前:ｱｯﾌﾟ

2.5 Sc 253 VAS-RB2.5 Sc253 錠剤 白～帯黄白 有 ﾊﾞｿﾚｰﾀｰRB2.5 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 2.5mg 三和化学研究所 持続型心疾患用口腔内
貼付剤

0603中止 0508SP変更
(表品名記載等) ﾊﾞｯｶﾙ錠

2.5 WL 裸錠 白 無 ｳｪﾙﾋﾞｰ錠2.5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
2.5 NV:X C 2.5mg：XC 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして)
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ
2.5mg) 0702本体ｺｰﾄﾞ変

2.5 n 648
648 2.5

裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

経口血糖降下剤 0007中止 930909販売

2.5 Y-HU2.5 裸錠(四角形) 白 無 ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ錠小児用2.5mg ﾌｪﾝｼﾞｿﾞ酸ｸﾛﾍﾟﾗｽﾁﾝ 2.5mg 田辺三菱製薬 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:小児用ﾌｽﾀ
ｿﾞｰﾙ錠)

2.5 IC 1 IC1 YOU2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾖｰﾋﾟｽ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｲｾｲ-三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｰﾋﾟｽ錠) ｲｾｲ
とﾋｰﾄ異なる

2.5 Y RS:2.5 Y-RS2.5 裸錠 白 無 ﾘｻﾓｰﾙ錠 ｼｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 消化管運動賦活調整剤 0211中止 0110社名変更
9704ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

2.5 Y TF2.5 Y-TF2.5 糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ糖衣錠｢ﾖｼﾄ
ﾐ｣(2.5)

ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ 2.5mg（ﾄﾘﾌﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝとし
て）

田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0401ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

2.5 ｲﾘﾎﾞｰ 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾘﾎﾞｰ錠2.5μ g 塩酸ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 2.5μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 下痢型過敏性腸症候群
治療剤

080912収載

2.87 P P PP 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾄﾞﾊﾟﾘﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg（ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして）

寿製薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾄﾞﾊﾟﾘﾝ錠)
0906頃興和創薬中止

3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載

3 003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ｱｽﾄﾏ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 日本医薬品工業 鎮咳剤 89中止
3 裸錠（口腔内

崩壊）
黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
040625収載

3 SW 150 SW-150 3mg：3mg 裸錠 白 有 ｱﾘﾏﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾘﾏﾝ錠) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AM)削除

66 / 332 ページ



3 NPI123 3.0:3.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

101119収載

3 TKS254 3.0μ g:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-科研製薬，
ﾏｲﾗﾝ製薬

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 101119収載

3 GX ES3 GX ES3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾐｸﾞﾗﾝ錠50 ｺﾊｸ酸ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 50mg(ｽﾏﾄﾘﾌﾟ
ﾀﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT(1B/1D)受容体作動
型片頭痛治療剤

010831収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 n 273：3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0402ﾋｰﾄ変更 960705収
載

3 OG 72 OG72 3mg:3mg 裸錠 青 無 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 3mg 大塚製薬 抗精神病薬 0709色変更(前:白)
060601収載

3 FS-E19 3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
3 裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
3 K W:003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠200mg ｽﾙﾁｱﾑ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤 010926収載(商品名変更)

01承継(ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞより)
3 KW174:KW174 3 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｶﾙﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1011発売
3 T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･科薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(大洋薬品0508

迄，科薬0601迄) 0207ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載等
9801ﾋｰﾄ変更

3 t 521 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣)
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

3 EE 68:3 EE68 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢
EMEC｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 KN 357:3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 AK 232 AK232 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢AA｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg あすか製薬-武田薬品工
業

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 BMD 18 BMD18 3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢BMD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 EE 214:3 EE214 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢EMEC｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 JG F78 JG F78 3:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢JG｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 KN 355:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 K O KTB113 3mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢KO｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 寿製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載 1mg錠と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

3 NP 717:3 3:NP-717 3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢NP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 TU 373:3 TU373 3mg:TU373 3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢TCK｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 辰巳化学･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 YD 578 YD578 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢YD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 陽進堂 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 ZE 35:3 ZE35 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ZE｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 全星薬品工業-全星薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 IC 32 IC-32 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｲｾｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 大正薬品工業-ｲｾｲ，ｶｲ
ｹﾞﾝ，ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 OH 14:3 3mg OH-14:3 mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 大原薬品工業･第一三共
ｴｽﾌｧ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 NPI 122 NPI 122:NPI 122 3 mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 TTS 571:3 TTS-571 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾀｶﾀ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 高田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 TG 52:3 TG 52 3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載
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3 Tw 353:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 M 212:3 M212 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 KRM 123 KRM123 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢杏林｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 KC 41:3 KC41 3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢科研｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 KT 801 KT801 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢興和ﾃ
ﾊﾞ｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 興和ﾃﾊﾞ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 Sc 323:3 Sc323 錠剤 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢三和｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 三和化学研究所 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 ｎ 891:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢日医工｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日医工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 NS 357 NS357 3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢日新｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日新製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 TYK196：TYK196 3 裸錠 白 有 ｼｰｸﾅﾛﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｸﾅﾛﾝ錠)

3 TOYO 141 3：TOYO141 3mg 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾗﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾞｽﾗﾝ錠)

3 XP 3 ORGANON XP3:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg MSD Caﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持効
性製剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

3 KW 238 KW238 3:KW238 3 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾆﾙ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 980710収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 0107ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 SW-948 3:3μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ3 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1005発売
3 TYK250 3 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠3)

3 Tw TMT Tw.TMT 3mg 裸錠 白 有 ﾄｽﾒﾘｱﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 東和薬品 気管支拡張剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｽﾒﾘｱﾝ錠)

3 3 MY520 3/MY520 裸錠 白 有 ﾊｰﾄﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 前田薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9812中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.3mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.3mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠3 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 3mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 010706収載(商品名の変
更 前:ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙ錠)

3 OH 352:3 OH-352 3mg:OH-352
3mg

裸錠 白 有 ﾊﾗﾚｰｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大原薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0712中止 960705収載

3 糖衣錠 白 無 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢CH｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗精神病剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-3)，
ﾋｰﾄ若干変更

3 3μ g:3μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1005発売
3 SW 961 SW-961 3mg：3mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠3 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1007ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ

ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)
3 KYO 413:3 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｾﾙ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 京都薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9901中止 97ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

3 EE 08:3 EE08 3mg：3 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢ ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 精神神経安定剤 1001中止
3 Tw 108:3 Tw108 3mg 裸錠 白 有 ﾎﾟｽﾁﾆﾝ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 東和薬品 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0806商品名変更(前:ﾎﾟｽﾁ
ﾆﾝ錠3)

3 3 M644 M644 3 裸錠 白 有 ﾎﾞﾗﾝﾀ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 模範薬品研究所 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9901中止 960705収載

3 3μ g:3 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ﾎﾟﾛｾｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 101119収載
3 t 521 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠)
3 O.S MZ O.S-MZ 3mg：3mg 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠)
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3 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂 虚血性心疾患治療剤 0809中止
3 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂-日医工 虚血性心疾患治療剤 10頃中止
3 SW 343 SW-343 3：3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘｻﾞｽﾄ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 RA寛解導入剤 1103久光製薬中止
3 JK 103 JK103 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠3mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 030704収載
3 SW RP7 SW-RP7:3mg OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 沢井製薬 抗精神病剤 100528収載

3 TTS 522 TTS-522 3mg:3mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 高田製薬 抗精神病剤 091113収載

3 Tw 352:3 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 101119収載
3 MK 23 MK23 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 小林化工 抗精神病剤 090515収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
3 MK 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 小林化工-明治製菓 抗精神病剤 090515収載 小林化工と

ﾋｰﾄ異なる
3 OH 62:3 OH-62 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
3 NP 155:3 NP-155 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 080704収載
3 NT 238:3 NT-238 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
3 t 708 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
3 TTS 178:3 TTS-178 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 高田製薬 抗精神病剤 080704収載
3 Tw 015:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 081107収載
3 M 914 M914 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗精神病剤 090515収載
3 ｎ 335:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 日医工 統合失調症治療剤 101119収載
3 μ g:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 日医工 Ca･骨代謝改善剤 1005発売
3 KW 830:3 KW830 3mg 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業-大日本住

友製薬
抗精神病剤 旧ﾋｰﾄ(0511迄)，共和と同

じﾋｰﾄへ 0505頃本体刻印
若干大きく 9705ﾋｰﾄ変更

3 KW:810 KW810 3mg:KW 810 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
3 AK110:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g あすか製薬-武田薬品工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
3 AJ3:2.5 AJ3 2.5mg

AJINOMOTO:AJ3 2.5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱｸﾄﾈﾙ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和

物
2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

味の素製薬-ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

3 ALF 3 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～微黄白 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9805ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 AML RIS3 3mg 3:AML RIS3 3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 070706収載
3 ARC3 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
3 ARC ARC 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｻﾝﾄﾞ 利尿剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 0006製造元･
本体･ﾋｰﾄ変更

3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

3 Asahi ABT03 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ乙字湯FCｴｷｽ錠
医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

3 ASD 3 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

1005発売

3 B03:PT BRT0.75 B03 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
3 3:PT B07 BRT3 B07 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9805中止
3 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｾｵｷｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 長生堂製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0901中止 0402本体ｺｰﾄﾞ
3 CH3 裸錠 白 無 ｵﾙｶﾛｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0809中止
3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬
統合失調症治療剤 091113収載

3 CHA03 糖衣錠 白 無 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-3 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 長生堂製薬 精神分裂病･躁病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(93まで)
3 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡桃赤/白 ｱｾｵｼﾘﾝ250ｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 長生堂製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0703中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ

追加 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

3 CHO 3 CHO3 10mg:CHO3 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
CHOS｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｼｰ･ｴｲﾁ･ｵｰ新薬-ﾎﾟｰﾗ
ﾌｧﾙﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載
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3 DK 304 DK304 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾚﾘｰｽ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ﾀﾞｲﾄ－あすか製薬，武田
薬品工業

慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾚﾘｰｽ錠)，
ﾋｰﾄ表3mg追加

3
30

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠30mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 30mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載表→裏等)

3 CG 107 CG107 糖衣錠 白 無 ｴｼﾄﾞﾗｲ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0803中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
表E3削除 9712ﾋｰﾄ裏変
更(E3削除)

3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙR錠3mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 3mg ｴｰｻﾞｲ α 1遮断降圧剤 9505ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

3 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠3mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 3mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

1004中止

3 t E3 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 大洋薬品工業 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

3 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄 ﾋﾞﾀﾐﾝEｶﾌﾟｾﾙ明治 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 明治製菓 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9802中止
3 EC 03 EC 03 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠300 塩化ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ 300mg 大塚製薬 先天性代謝異常治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9302まで) 900525

収載
3 EE 03 EE03：1．25 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢

EMEC｣
ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 経口血糖降下剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
3 EK 03 EK03 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50「EK」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 小林化工・ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
3 糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠3mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
3 EP 03:2.5 EP03 2.5:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢

EP｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
旧品名(100917ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ
塩酸塩錠2.5mg｢DSEP｣に
変更)，旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴
い(第一三共ｴｽﾌｧへ)
080704収載

3 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで) 92ﾋｰﾄ
変更

3 FC 3 FC3 裸錠 淡紅 有 ﾎﾟﾅﾍﾟﾙﾄ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg（無水
物として）

富士ｶﾌﾟｾﾙ 鎮痛･抗炎症剤 03頃中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶﾀｶ

3 FJ 003 100 FJ 003 100：100mg 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
形)

白 無 ｵｷｺﾅｰﾙ腟錠100mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｷｺﾅｰﾙ

3 FJ 003 600 FJ 003 600:600mg 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
形)

白 無 ｵｷｺﾅｰﾙ腟錠600mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 600mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｷｺﾅｰﾙ

3 FJ 03 FJ03：50mg 裸錠 白 有 ｸﾛﾐﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩錠50mg｢
F｣

ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 富士製薬工業 排卵誘発剤 1010本体小型化 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ錠
50mg｢F｣)

3 FJ 03 裸錠 白 有 ﾌｪﾐﾛﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 富士製薬工業 排卵誘発剤 旧ﾋｰﾄ（0305迄） 0110刻
印(FJ03)追加 9601ﾋｰﾄ変

3 FJ H03 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

3 FS C03 FS-C03 裸錠 淡緑 無 ｾﾙﾆﾙﾄﾝ錠 ｾﾙﾆﾁﾝﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ 63mg 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

前立腺疾患治療剤 0509製造販売元変更
0110ﾋｰﾄ変更(SP→
PTP)，裏ｶﾀｶﾅ記載 9607
本体刻印

3 FS D03 FS-D03 裸錠 白 有 ｼﾞﾒｷｼﾝ錠 ｽﾙﾌｧｼﾞﾒﾄｷｼﾝ 250mg 扶桑薬品工業 持続性ｻﾙﾌｧ剤 0509中止 9912ﾋｰﾄ商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9510本体

3 FS-E03 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐 ｴﾗｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ-50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 扶桑薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0407中止
3 FS N03 FS-N03 裸錠 白 有 ﾆｺｷｻﾁﾝ錠200mg ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 扶桑薬品工業 末梢血行改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆｺｷｻﾁﾝ錠)
3 FS R03 FS-R03 0.5mg 裸錠 白 有 ﾘﾈｽﾃﾛﾝ錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 扶桑薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾈｽﾃﾛﾝ錠)
3 FS S03 FS-S03 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

100mg，
100mg

扶桑薬品工業 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9508中止
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3 FS-U03 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙赤 ﾕﾆｯﾄｶﾌﾟｾﾙ-10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 扶桑薬品工業 うっ血性心不全治療剤 9203中止

3 G 3 G 3 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢AFP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 GD 3 GD 3 3mg:3mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢AFP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 GL 3 GL3 OD:GL 3 3 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 GSNX3 25 GSNX3 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠25mg ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞｵﾗﾐﾝ 25mg(ｴﾙﾄﾛﾝ
ﾎﾞﾊﾟｸﾞとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口血小板増加薬/ﾄﾛﾝ
ﾎﾞﾎﾟｴﾁﾝ受容体作動薬

101210収載

3 GX CL3 GX CL3 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9912本体，ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 GX EH3:A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｹﾗﾝ錠2mg ﾒﾙﾌｧﾗﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗多発性骨髄腫剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｹﾗﾝ錠)

3 GX FC3 GX FC3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微黄白 無 ｺﾝﾋﾞﾋﾞﾙ配合錠 ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ，ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 300mg，
150mg

ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

3 GC:H3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾘﾀｰﾄ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ﾐﾄﾞﾘ十字 低血圧症治療剤 9708中止
3 3 M626 M626 3：3mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0311ﾋｰﾄ変更

0002本体刻印追加
(M626) 9609ﾋｰﾄ変更(HA

3 HD-003 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 I.B.-200｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 菱山製薬 解熱鎮痛消炎剤 88中止
3 YT C2 YT-C2:YT-C2 HEP3 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾛｰﾙ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 東亜薬品-山之内製薬 抗精神病剤 0212中止 990223承認

9907販売
3 HPC 003 HPC003:HPC003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｾﾉｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 原沢製薬工業･ｻﾝﾄﾞ，ﾎﾟｰ

ﾗﾌｧﾙﾏ
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0704販売社名変更(前:科
薬) 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ裏変更
(50削除)

3 HT-03 裸錠 淡黄褐 無 本草乙字湯ｴｷｽ錠-M 本草製薬 漢方製剤 9406中止
3 HT3B 糖衣錠 白 無 ﾄﾞﾝｼﾞｬｽﾄB ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 堀田薬品合成 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
3 HT3C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ﾀﾗﾝｷｼﾞｬｽﾄ ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg 堀田薬品合成 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性精神神経剤 99中止
3 HT3F 裸錠 白 有 ﾎﾓﾃﾞｨｯｷ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 堀田薬品合成 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9505中止
3 HT3S 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｵﾚﾝｼﾞ/ｸﾘｰﾑ

色
ﾄﾗｻｼﾞｬｽﾄ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 堀田薬品合成 止血剤 99中止

3 HT 3V HT3V 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓｴﾝﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 鶴原製薬 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0003承継(堀田薬品合成
より) 960705収載

3 PJ LA20 HYZ03 HYZ03 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙｼﾞﾉｰﾊﾞLA20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 持続性Ca拮抗剤 0404中止 980710収載
3 IW 03 CT10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｲ

ﾜｷ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 岩城製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

3 GC:J3 GC4930:GC4930 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾄﾞﾘｱﾐﾝ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ
ﾝ錯化合物

5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 胃潰瘍治療剤 0203中止 98ﾋｰﾄ表変更

緑)
3 JD 03 JD03 10mg：10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｹﾗﾓ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 H2受容体拮抗剤 0705中止 040709収載
3 JG F03 300:300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄透明 ｲｺﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ EPA製剤 0711発売，承継に伴い

(前田薬品工業より)
3 CH-2A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾝｻﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 00中止 900713収載
3 KB:3.0 裸錠 白 有 ﾍﾟﾙｾｽ(3mg錠) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ｲｾｲ 精神障害治療剤 0202中止
3 KB TT3 TT30 裸錠 白 無 ﾃﾗﾁｰﾑL30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製

剤
0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 KC 03 KC03 25μ g：25μ g 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾝｺﾘﾝ錠25 塩酸ﾏﾌﾞﾃﾛｰﾙ 25μ g 科研製薬 持続性気管支拡張剤 1003中止 9707ﾋｰﾄ変更
(TBRN25削除)

3 KR 03:KR 03 KR03:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾚｸﾞﾊﾟﾗ錠75mg 塩酸ｼﾅｶﾙｾﾄ 75mg(ｼﾅｶﾙ
ｾﾄとして)

協和発酵ｷﾘﾝ 二次性副甲状腺機能亢
進症治療剤（ｶﾙｼｳﾑ受容
体作動薬)

0810社名変更，合併に伴
い(前:ｷﾘﾝﾌｧｰﾏ)

3 KW 830:3 KW830 3:KW830 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0709大日本住友中止
0511大日本住友製薬も
同じﾋｰﾄへ 0505頃本体刻
印若干大きく
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3 Kw GL3 KwGL3 3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 共和薬品工業 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

3 HP 3：Kw HP3 KwHP3 3：KwHP3 3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0507色変更(前:淡黄)
0408本体，ｺｰﾄﾞ変更

3 KY 03 GLUCONSAN K2.5 KY03
2.5mEq

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠2.5mEq ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 2.5mEq ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ・科研製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK2.5
錠)，剤型変更(前:楕円
形) 0704製造販売会社社
名変更(前:科薬)

3 3 KY KY･LE-3 裸錠 白 有 ﾚﾃｸﾘﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 科薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9902中止 960705収載

3 KW 830:3 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

3 裸錠 白 有 ｾｵﾙﾅｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

ﾏﾙｺ製薬 腫脹緩解用酵素剤 0210中止 裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

3 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｶﾓｽﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0604頃中止 0305ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
960705収載

3 MF 3 裸錠 白 無 ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩錠5mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β -ﾌﾞﾛｯｶｰ 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠)

3 MF 3 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
3 MF 3 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧品名(090324ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ

塩酸塩錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更) 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾚｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ﾏﾙｺ製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(071203迄，新品
名:ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢
JG｣)，承継に伴い(日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸへ)，ｺｰﾄﾞも変更
ﾊﾞﾗ包装のみ

3 MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
3 3 KL150 3 KL-150:ML-3 裸錠 淡橙 無 ﾏﾙﾐﾝ錠3 ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 不眠症治療剤 9104中止
3 MS 003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢明治｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 明治製菓 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
3 MS A03 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾎﾟﾃﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾘｽﾘﾄﾞ 0.025mg 明治製菓 脳神経伝達機能調整剤 9909中止
3 MS F-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
3 MS M-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 50mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 9210中止
3 MS P-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質

製剤
9212中止

3 MS R03 裸錠 白 無 ﾘﾌｧﾀｯｸL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 持続型虚血性心疾患治
療剤

1103中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾌｧ
ﾀｯｸL錠) 徐放製剤

3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ（0303
迄） 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9604社名変更

3 N3 NS115：NS115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾎﾞｲﾝﾘｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

日新製薬 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄)
960705収載

3 N3 N3 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾎﾞｲﾝﾘｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

日新製薬 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0805ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 0612中止 0303本体ｺｰﾄﾞ･
ﾋｰﾄ変更

3 NMN NMN NMN 3 3 裸錠 微黄白 有 ｱﾏﾘｰﾙ3mg錠 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

1005ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
表→裏等)

3 NP 003 NP-003 15mg:15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢NP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

1006販売休止 080704収
載

3 NPI 03 NPI-03 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
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3 NT3:Organon NT3 裸錠(長円形) 白 無 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 060707収載

3 OI-3 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡灰桃 無 ﾌﾟﾗｽﾀｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 中止
3 3 OI OI34:3mg 裸錠 白 有 ﾛﾌﾚｵﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0209中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9810中止 9306変更
3 裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 8805ｼｰﾄ

変更
3 O.S E3 裸錠 白～微黄 有 ｴｽｵｰﾐﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9812中止 960705収載

3 O.S-V 3.0 3μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

101119収載

3 OX 3 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄)

3 OX 3 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

3 P3 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 30mg 藤永製薬-第一三共 催眠･鎮静･抗けいれん 0904ﾋｰﾄ変更(SP→PTP）
3 WELLCOME P3A 裸錠 紅橙 有 ﾍﾞﾀﾆﾄﾞｰﾙ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 日本ｳｴﾙｶﾑ 高血圧症治療剤 9403中止
3 PAL3 PAL3 錠剤(放出制御

型)
白 無 ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠3mg ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 101210収載

3 3 KL600 3 KL600 3mg 裸錠 白 有 ﾎﾟﾗｷｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

01ﾋｰﾄ表3mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

3 KTB 23 KTB23:POL･3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ3mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

960705収載

3 PSK C03:2 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

3 2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

3 PT N03 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

3 RF3 0.25μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ﾋﾎﾟﾃﾘｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
日医工

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

3 Th 191:3 Th191 ROP3 3:ROP3 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 940708収載
3 SB 3:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｵﾙｶﾞﾎﾞﾘﾝ錠2 ｴﾁﾙﾅﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9303中止
3 C-11A 3 C-11A・3：3 裸錠 黄緑 有 ｿﾅｺﾝ錠3 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0303ﾋｰﾄ変更，

表ｺｰﾄﾞ記載等 0009ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC3削

3 糖衣錠 白 無 ｽﾒﾄﾞﾘﾝ錠 ｴﾄﾐﾄﾞﾘﾝ 3mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 0006中止 9710ﾋｰﾄ裏変
3 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
3 SJ 3 SJ3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｽﾄﾚｽ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 幸和製薬 気道潤滑去痰剤 96中止 9604社名変更

9507変更
3 3 KL160 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 3mg ｻﾝﾄﾞ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠3)
3 SPI 003 SPI003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｽﾞｻﾛｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 新日本薬品 心臓選択性β 遮断剤 03中止 0005販売
3 3 SRP SRP3 3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ｻﾝﾄﾞ 抗精神病剤 080704収載
3 SW 772 SW-772 3mg：3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｵﾘﾍﾞｰﾄ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0309ﾋｰﾄ変更，3mg追加
等 960705収載

3 SW FV3 SW-FV3 75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

3 SW GM3:3 SW-GM3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 沢井製薬 経口血糖降下剤 101119収載
3 SW 961 SW-961 3mg：3mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠3 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1007ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ

ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)
3 SW RP3 SW-RP3:3 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 沢井製薬 抗精神病剤 080704収載
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3 SW V3:SW-V3 0.3 0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

3 SW VG3：0.3 SW-VG3 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg「SW」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
3 YT C4 YT-C4:YT-C4 SYP3 裸錠 白 無 ｻｲｺﾌﾟﾚﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 東亜薬品-山之内製薬 精神神経安定剤 0212中止 990709収載
3 TA 003 糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾄﾚﾝ 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1，6，12製剤 0103中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
3 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄTY ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 組織修復性抗潰瘍剤 9703中止
3 TG 03 TG-03 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ﾂﾑﾗ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 94中止 920710収載
3 TG 003:2 TG003 2 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

3 TK 03 TK03 裸錠 白～わずか
に黄褐

無 ﾋﾞｵｽﾘｰ配合錠 東亜薬品工業-東亜新
薬，鳥居薬品

活性生菌製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｵｽﾘｰ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ変更(前:TK03)，

3 裸錠 白～わずか
に黄褐

無 ﾋﾞｵｽﾘｰ錠 東亜薬品工業-東亜新
薬，鳥居薬品

整腸剤 旧ｺｰﾄﾞ(0712迄) 牛乳由
来成分含有

3 裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

3 3 TTS-309 裸錠 白 無 ﾌﾛｷﾞﾁｰﾑ錠3号 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 高田製薬 消炎酵素剤 8912中止
3 Tu-CY 003 Tu CY-003 裸錠 白 有 ｶﾙﾖﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 辰巳化学 気管支拡張剤 0907中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ｶﾙﾖ
ﾝ錠)

3 Tu-HM 003 Tu HM-003 裸錠 白～微黄白 有 ﾊﾚﾑﾆﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 辰巳化学 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0803ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬) 070615収載(商品
名変更に伴い，前:ﾊﾚﾑﾆ

3 Tu-VG 03 TuVG-03 0.3:TuVG-03
0.3mg

裸錠 白～微黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3「ﾀﾂﾐ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 辰巳化学 糖尿病食後過血糖改善
剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

3 Tw 003 Tw003 裸錠 白 有 ｵｲｾﾞﾝ錠250mg ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 250mg 東和薬品 経口血糖降下剤 0303中止 9811販売(ﾒｸﾄ
より承継)

3 Tw.D3 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
3 Tw.D3 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
3 Tw.D3 1.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
3 TYK03 FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧ﾋｰﾄ 98ﾋｰﾄ変更(FAD10

追加) 裏商品名記載
3 TYK 03 TYK03 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10mg｢TYK｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
黄 有 ﾚﾒﾛﾝ錠15mg ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ 15mg MSD ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ・ｾﾛﾄﾆﾝ作動

性抗うつ剤
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)
090904収載

3 裸錠(楕円形) 白又は微黄
帯白

有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠250mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 250mg 塩野義製薬 血糖降下剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

3 裸錠 白 無 ﾉﾙﾁｺﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 3mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 過敏性大腸炎治療剤 9106中止
3 UPJOHN 003 UPJOHN 003 裸錠 淡黄赤 有 ｶﾙｽﾐﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟ

ｼﾞｮﾝ
睡眠導入剤 9904中止 9609販売元社

名変更
3 VL 3 裸錠(口腔内崩

壊錠)
微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ｹﾐ

ﾌｧ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ 糖尿病食後過血糖改善

剤
070706収載

3 YD 003 FV40 裸錠 橙黄 無 ﾌｧﾄﾞﾋﾞﾀﾝ40 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 95中止
3 Y IP3:3 Y-IP3 3mg：3mg 裸錠 白 無 ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-田辺三菱製

薬
精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0410製造元
3 Y LT:3 Y-LT3 3mg：Y-LT 3mg 裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(3mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

3 YO MG3 YO MG3 200mg:YO MG3 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠200mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 200mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 010706収載
3 Y R3:3 3mg:Y-R3 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
抗精神病剤 080704収載

3 YT C3 YT-C3:YT-C3 SYP1 裸錠 白 有 ｻｲｺﾌﾟﾚﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 精神神経安定剤 0212中止 990709収載
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3 裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

3 YT Z3 YT-Z3:YT-Z3 CMT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾑﾄﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0212中止 0007販売 0002
承認

3 ZB 03 ZB-03 裸錠 微黄～黄 無 ﾊｲｱﾃﾞﾛｷｻﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙｶﾙｼｳ 30mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9703中止 920710収載
3 ERTP ZE03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾙｶﾛﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 3mg 全星薬品工業 脳循環代謝改善剤 9907中止 920710収載
3 裸錠 薄橙 無 ｴﾘﾐﾝ錠3mg ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 大日本住友製薬 不眠症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾘﾐﾝ錠3)
3 裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠3 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
3 裸錠 白 有 ｱﾙﾄｼﾝ錠0.5g ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 0.5g 山之内製薬 経口血糖降下剤 9803中止
3 KN 299 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0706中止 960705収載

3.84 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ
ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 消化器機能異常治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠)

4 SW 103 SW-103 4 裸錠 白 有 ｲﾉﾏｰﾙ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 沢井製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

101119収載

4 n 143 裸錠 白 有 ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本医薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0309中止（品名変更に伴
い。新：ｲﾙｶﾞｽ錠4mg，ｺｰ
ﾄﾞ同じ）

4 n 143 裸錠 白 有 ｲﾙｶﾞｽ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日医工 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0311販売 （品名変更に
伴い。前：ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠
4mg，ｺｰﾄﾞ同じ）

4 錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

091113収載

4 t 46 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

4 NS 517 NS517 4:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆﾌﾟﾛｽ錠4mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日新製薬･科研製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

1001ﾋｰﾄ表NS517追加等
060707収載

4 4mg:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
4 KH 221 4mg KH221:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 協和発酵ｷﾘﾝ 高血圧症治療剤(持続性

組織ACE阻害剤)
0810ｺｰﾄﾞ変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

4 XP 4 ORGANON XP4:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg MSD Caﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持効
性製剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

4 YTZ4 YT-Z4 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾌｫﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ﾌﾏﾙ酸ｹ
ﾄﾁﾌｪﾝとして)

東亜薬品-山之内製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0212中止 0109販売

4 BMD 7:4 BMD7 4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
BMD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

4 JG E55:4 JG E55 4:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

4 KTB 49 4mg KTB49 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
KTB｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 寿製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

4 NP 337 NP-337 4mg:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NP｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

4 NS 556:4 NS556 4:4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NS｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日新製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

4 TYK542 4:TYK542 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

4 TU 225:4 TU225:TU225 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
TCK｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 辰巳化学 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

4 YD 555:4 YD555 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
YD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載
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4 t E7 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 大洋薬品工業 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

4 TTS 512 TTS-512 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ｶﾀ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾀﾞｲﾄ-高田製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

4 TG 007 TG007 4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

4 Tw 523:4 Tw523 4mg:4mg 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 東和薬品 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

4 ｎ 062:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

4 Tw 235 Tw235 4mg：4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾄｰﾜｼﾞｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 東和薬品 Ca拮抗剤 050708収載
4 t 374 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾅﾌﾄｼﾞｰﾙ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大洋薬品工業 高血圧治療剤 030704収載，ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
4 n 717 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 有 ﾆﾊﾞﾃﾞｨｯﾌﾟ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日医工 Ca拮抗剤 020705収載
4 SW 535 SW-535 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙｼﾞﾗｰﾄ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 Ca拮抗剤 020705収載
4 TOYO 650：TOYO 650 TOYO650 4mg ﾄﾛｰﾁ 橙 ﾈｵ･ﾛｲｺﾏｲｼﾝﾄﾛｰﾁH ｱｾﾁﾙｷﾀｻﾏｲｼﾝ(外) 4mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0711中止 0310社名変更

0208ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

4 FJ 04 裸錠 黄 無 ﾊﾘｿﾞﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 富士製薬工業 抗真菌性抗生物質 旧ﾋｰﾄ（0211迄) 0111本

4 52C：4mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道粘液溶解剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠)

4 SW 120 SW-120 4:4mg 裸錠 白 無 ﾌﾙﾍﾟﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 沢井製薬 気道粘液溶解剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙﾍﾟﾝA)

4 裸錠 白～帯黄白 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 4mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏4
削除等) 0207ﾋｰﾄ表4追
加等

4 TU 205 Tu205 4mg:Tu205 4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4｢
TCK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 辰巳化学 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
060707収載

4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠4mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

4 MED 221:4 MED-221:4 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
MED｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

070706収載

4 NPI 217A NPI-217A 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
NPI｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

4 OH 273:4 OH-273 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
OME｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

060707収載

4 YD 668:4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
YD｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 陽進堂･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三共
ｴｽﾌｧ，あすか製薬，武田
薬品工業

高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

0912ｻﾝﾄﾞ中止 060707収
載

4 t 65 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

4 TG 120 TG120 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

4 E 22 TSU99 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾂ
ﾙﾊﾗ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 鶴原製薬 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠4mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣)

4 n 001 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

4 KP 077 裸錠 白 有 ﾍﾞﾊｲﾄﾞ錠4mg ﾍﾞﾝﾁﾙﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 4mg 杏林製薬 利尿・降圧剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾊｲﾄﾞ)

4 BHX 裸錠 白 無 ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 旧品名(080620ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼ
ﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
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4 NMB 62 NMB62:NMB62 4mg 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 万有製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤，食欲刺激
増進剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

4 NMB 62 NMB 62：4mg 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 万有製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)，承
継に伴い(日医工へ)
050610収載(品名変更に
伴い 前：ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠)

4 NMB 62 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0906迄)
0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

4 n 050 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0906本体ｺｰﾄﾞ変更
4 Tw 007：4 Tw007 4mg：4mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝｼｰﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 東和薬品 持続性組織ACE阻害剤 050708収載
4 JD 14:4 JD14 4mg:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg

｢JD｣
ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性組織ACE阻害剤 0604ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌのものは中

止 0601日医工のものは
商品名変更(新:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘ
ﾙ錠4mg｢日医工｣)，承継
に伴い

4 n 727:4 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠4mg｢日医
工｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604発売 060220収載，
承継に伴い(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製
薬より，旧商品名:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg｢JD｣)

4 MK 32:4 MK32 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠4｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

4mg 小林化工 血圧降下剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

4 MK 32:4 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠4｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

4mg 小林化工-明治製菓 血圧降下剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

4 N F：137 NF137 4mg 裸錠（長円形） 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0410社名変更 0407ｺｰﾄﾞ
変更

4 EM 28 4mg 裸錠 白～灰白 無 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠4mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 4mg ｾﾙｼﾞｰﾝ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 100716収載
4 TTS 250 TTS-250 4mg 裸錠 白 有 ﾚﾅﾋﾟﾘﾝ錠 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 高田製薬 気管支拡張剤 0110中止
4 TSU920 4mg:4mg 糖衣錠 白 無 ﾛｲﾏｶｰﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 鶴原製薬 筋異常緊張緩解剤 10中止 02ｺｰﾄﾞ化
4 DS 033:4 DS 033 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾛﾅｾﾝ錠4mg ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 4mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 080418収載
4 T 744 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 4mg 大正製薬-大正富山医薬

品
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(0805迄) 0304大

正富山医薬品販売
010202収載

4 MK 19 MK19 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 小林化工･明治製菓 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載 小林化工と
明治製菓でﾋｰﾄ異なる(明

が、4mgの記載なし)
4 PH 733 PH733 4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢PH｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060707収載

4 TP 231 4mg TP-231:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4NT 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

4 AJ4:17.5 17.5mg AJ4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡紅 無 ｱｸﾄﾈﾙ錠17.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

17.5mg(ﾘｾﾄﾞ
ﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
として)

味の素製薬-ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

4 AKP 04 AKP04 500mg:500mg 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 小林化工-あすか製薬，
武田薬品工業

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

4 AKP 04 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載 あすか製
薬，武田薬品とﾋｰﾄ異な
る

4 HF313B4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾛﾋﾞﾀｼﾞｬｽﾄ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9503中止
4 WELLCOME B4F WELLCOME B4F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9711

ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名
4 BHX 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩錠4mg｢

ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

4 TC 271:10 TC271 10mg:TC271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9703ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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4 TC 272:20 TC272 20mg:TC272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 97ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

4 裸錠(楕円形) 極薄黄 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

4mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠 ｽﾙﾁｱﾑ 50mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 旧ﾃﾞｰﾀ，0110承継(共和
薬品工業へ)

4 PSK C04:4 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

4 CH4 裸錠 白 有 ｶﾞﾚﾝﾄﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0809中止
4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢CH｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
旧品名(080704ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠4mg｢CH｣に変
更)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

4 CHK-4 裸錠(花型) 淡紅 有 ﾄﾘｸﾛﾝ錠4 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 4mg 長生堂製薬 降圧利尿剤 9405中止 十字割線
4 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0705

4 CT 4:☆ORGANON CT4:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠10mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 10mg MSD-第一三共 四環系抗うつ剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｯﾌﾟ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬 抗悪性腫瘍剤 0011中止
4 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1010迄)

060601収載
4 EE 04 EE04：0．5 裸錠 白 有 ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢EMEC｣ ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
4 EF4 裸錠 白 有 ｴﾌｪｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾋﾞﾄﾙﾃﾛｰﾙ 4mg 塩野義製薬 気管支拡張剤 9011中止
4 EHT4 DOJ 裸錠 白 有 ｴﾐﾎﾘﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 同仁医薬化工 気道粘液溶解剤 9809中止
4 EP 04:5 EP04 5:5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢

EP｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
旧品名(100917ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ
塩酸塩錠5mg｢DSEP｣に
変更)，旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴
い(第一三共ｴｽﾌｧへ)
080704収載

4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

4 FJ 04 FJ04:100mg 裸錠 黄 無 ﾊﾘｿﾞﾝ錠100mg ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 富士製薬工業 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗真菌
性抗生物質

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾘｿﾞﾝ錠)

4 FS-E04 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐 ｴﾗｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ-100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 扶桑薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0407中止
4 FS F04 FS-F04 裸錠 白 有 ﾌﾗﾒﾝｺ錠 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 扶桑薬品工業 骨格筋弛緩剤 0609頃中止 9912ﾋｰﾄ商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
4 FS-H04 250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾎﾟｾﾛｰﾙ-250 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 扶桑薬品 高脂血症治療剤 0509中止 0101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

化，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

4 GCH4 GC4740:GC 4740 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ-ﾖｼﾄﾐ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｲﾊﾟﾑ 脳血流促進剤 9904中止 9804商品名変

除)
4 GK 4:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｹﾞｽﾀﾉﾝ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 5mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 9609中止
4 GLAXO S4 裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾉｰﾙ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 日本ｸﾞﾗｸｿ 気管支拡張剤 9208中止
4 GX 112 GX112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾞﾌﾗﾝ錠4 塩酸ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ 4mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT3受容体拮抗型制

吐剤
0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

4 4 H 4H 裸錠 淡赤褐 有 ｴｽﾀﾘｯｸ0.5mg 塩酸ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ・持田製薬

作用持続型血圧降下剤
9807ﾋｰﾄ裏変更(4H削
除)，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

4 EISAI HS004 Eisai HS004 裸錠 白 有 ﾊｲｽﾀﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾙﾋﾟﾗﾘﾝ 4mg ｴｰｻﾞｲ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9308中止
4 PJ LA40 HYZ04 HYZ04 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙｼﾞﾉｰﾊﾞLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 持続性Ca拮抗剤 0404中止 980710収載
4 IM 4 裸錠 白 有 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ
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4 IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

4 IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

大興のｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲ
ﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

4 IR 4 IR4 4mg:IR4 裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾝｼﾞﾝ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

1011発売

4 ＩＷ 04 LV IWAKI 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｲﾜ
ｷ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

岩城製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

4 JD 04 JD04 20mg：20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｹﾗﾓ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 H2受容体拮抗剤 0705中止 040709収載
4 JG E04 JG E04 4:4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢JG｣ ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧治療剤 070706収載
4 SQUIBE 裸錠 白 有 ｹﾅｺﾙﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 三共 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9209中止
4 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃緑/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ茵ちん蒿湯ｴｷｽｶﾌﾟ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白～微黄白 有 ﾕﾘｰﾌ錠4mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 4mg ｷｯｾｲ薬品工業 選択的α 1A遮断薬，前

立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

081218収載 第一三共の
ものとﾋｰﾄ異なる

4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～微黄白 有 ﾕﾘｰﾌ錠4mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 4mg ｷｯｾｲ薬品工業-第一三
共

選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

081218収載 ｷｯｾｲ薬品工
業のものとﾋｰﾄ異なる

4 KH 209 KH209 4mg：4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆｰﾙ錠4 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

4 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾕﾘｰﾌｶﾌﾟｾﾙ4mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 4mg ｷｯｾｲ薬品工業 選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

0908中止 060428収載 第
一製薬のものとﾋｰﾄ異な
る

4 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾕﾘｰﾌｶﾌﾟｾﾙ4mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 4mg ｷｯｾｲ薬品工業-第一三
共

選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

0901中止 0706ﾋｰﾄ記号

4 MO 316 MO316 糖衣錠 白 無 ｷﾓﾀﾌﾞS錠4万単位 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 40000ﾌﾞﾛﾒﾗｲ
ﾝ単位

持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞS4万単
位)

4 KWP-04 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤 ｱﾃﾏﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 動脈硬化用剤 9107中止
4 KY 04 NS500 裸錠 微黄～淡黄 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢科薬｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 科薬 合成抗菌剤 8909中止
4 KY 15 KY・CLO-4 400mg：

400mg
裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(前:科薬)

0502製造元，ｺｰﾄﾞ変更
4 LC4 裸錠(長円形) 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠｢ﾚﾀﾞ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 乳癌治療剤 9908中止
4 MS 004

100mg:100mg
裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg｢明
治｣

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 明治製菓 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

4 MS F-04 F-04 50:F-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 明治製菓-興和創薬 鎮痛･抗炎症剤 0709中止 0610販売会社
社名変更，統合に伴い
(前:日研化学)

4 MS F-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ｱﾝﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 明治製菓 鎮痛･抗炎症剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟ
ｾﾙ)

4 MS M-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 100mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 9806中止
4 MS P-04  MS P-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合ｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾ

4 MWT-004 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄白 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ･S1 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大正 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0106中止 9907販売

4 ｎ 004 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢日
医工｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日医工 消化管運動賦活剤 080704収載

4 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛﾝN錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9702ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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4 糖衣錠 淡紅 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9707ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞﾁﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9902中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710

4 NZ 4 NZ4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠40 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 981204収載 ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

4 NZ 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠40 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 981204収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

4 O.S BP O.S-BP 4mg：4mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気道粘液溶解剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠)

4 PSK C04:4 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

4 PT B04 BRT1 B04 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
4 4:PT C04 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 4削除

0401ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

4 PT N04:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

4 RF4 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾋﾎﾟﾃﾘｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

4 SANKYO 263 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠4mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0204ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

4 SB 4 SB:SB222SV4 裸錠 白 無 ｱﾌｪﾅｰﾄ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 進化製薬 気管支拡張剤 9204中止
4 裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾝ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気管支拡張剤 9003中止
4 SPI 004 SPI004 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾒｽﾞｻｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 新日本薬品 不整脈治療剤 03中止 0004販売
4 ST4 ST4 ST4 4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ｻ

ﾝﾄﾞ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ｻﾝﾄﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

4 SUNSTAR 04 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60「ｻﾝｽ ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝｽﾀｰ 鎮痛・抗炎症・解熱剤 0405中止 020705収載
4 SW-004:SW-BT 糖衣錠 黄 無 ﾊﾞｲﾁｱﾐﾝ錠 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9409中止
4 SW 125 SW-125 4 裸錠 白 有 ﾍﾞﾍﾞﾛﾝ 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 4mg 沢井製薬 気管支拡張剤 0109中止 00本体刻印，

ﾋｰﾄ変更(4追加)裏商品
名記載

4 SW BN4:4 SW-BN4:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤､高血圧
症･狭心症治療剤

060707収載

4 SW COM:4 SW-COM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾚﾐﾅｰﾙ錠4mg ﾌﾙﾀｿﾞﾗﾑ 4mg 沢井製薬･田辺三菱製薬 消化管機能安定剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾚﾐﾅｰﾙ錠)
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

4 SW CW4 SW-CW4 4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｽﾛｰ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0512ﾋｰﾄ変更，ｺｰﾄﾞ記載
050708収載

4 SW TC4 SW-TC4:4 mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 沢井製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠｢ﾚﾀﾞ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 乳癌治療剤 9908中止
4 TA 004 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 5mg 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9304中止
4 TBP121 4mg：TBP121 裸錠 白 有 ﾛｷｼｰﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 東菱薬品工業-日医工 中枢･末梢性筋緊張緩解

剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｼｰﾝ錠)
0509SP包装からPTP包
装へ

4 TF 04 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝﾌﾞﾚﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
4 TG 004:4 TG004 4 裸錠 白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠4mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

4 Tw 230 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠4mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載
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4 TSU004 15mg：15mg 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾏﾄｯﾌﾟ錠15mg ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 鶴原製薬 非麻薬性鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾏﾄｯﾌﾟ)

4 Tu-LV 004 Tu LV-004 裸錠 白 有 ﾙﾝﾎﾞﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 気道粘液溶解剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾝﾎﾞﾝ錠)
0612本体ｺｰﾄﾞ追加

4 Tu-TC 04 Tu TC-04 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 有 ﾀﾂｺｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 辰巳化学 Ca拮抗剤 0708中止
4 Tu-TZ 04：4 Tu TZ-04:Tu TZ-04 4mg 裸錠 白 有 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 060707収載

4 Tw 004：10 Tw004 10mg：10mg 裸錠 淡黄 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧薬 040709収載
4 TYK04 裸錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 大正薬品工業 降圧剤 9210中止
4 裸錠 白 無 ﾋｽﾀｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 4mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
4 WELLCOME U4A WELLCOME U4A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 高尿酸血症治療剤 0207商品名変更（ｻﾞｲﾛﾘｯ

ｸ錠100に） 旧ｺｰﾄﾞ(9910
まで) 9709ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

4 VH4 VH4 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠400mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0603ヒートｺｰﾄﾞ変更
（VH4->VH400)，ﾋｰﾄ裏記

4 YD004 裸錠 橙黄 無 ﾌｧﾄﾞﾋﾞﾀﾝ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高脂血症改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 0707中止
4 Y LU4 裸錠 白 有 ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠4mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ 4mg 田辺三菱製薬-大正富山

医薬品
ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304大正富
山医薬品販売 0301ﾋｰﾄ

4 YO MG4 YO MG4 400mg:YO MG4
400mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠400mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 400mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 080704収載

4 TA 121 Y-PE4:TA121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾅ錠4mg 塩酸ﾏｻﾞﾁｺｰﾙ 4mg 田辺三菱製薬 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群
治療剤

0710社名変更（前：製造
販売；田辺製薬，販売；三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾍﾟﾝﾄﾅ錠)

4 Y PZ4 Y-PZ4 4mg：4mg 糖衣錠 淡青 無 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0307商品名
変更（前：4mgﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ
糖衣錠）

4 YT C4 YT-C4:YT-C4 SYP3 裸錠 白 無 ｻｲｺﾌﾟﾚﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 東亜薬品-山之内製薬 精神神経安定剤 0212中止 990709収載
4 LC5 ZE04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｶｼﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業 持続性高血圧治療剤 0104中止 940708収載
4 ﾛﾙｶﾑ 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 4mg 大正製薬-大正富山医薬

品
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0805ｺｰﾄﾞ変更

4 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
5 TYK 02 TYK02 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠5mg｢TYK｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
5 5 KH504 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ

ｺｰﾄ
橙 無 FAD錠協和 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg 協和発酵工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0303中止 0112ﾋｰﾄmg追

加 9509ﾋｰﾄ裏商品名記
5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ

ﾀｿﾞﾝとして)
武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2

型糖尿病治療剤-
100528収載

5 TTS-124 TTS-124 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽﾎﾟｰﾗｶﾌﾟｾﾙ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 高田製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1009中止 980710収載
5 OH 74：5 OH-74 5mg：5mg 裸錠(蝶形) 白 有 ｱｽﾗｰﾝ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg(無水物

として)
大原薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
050708収載

5 HM279 HM279 5mg：5mg 裸錠(楕円形) 青紫 無 ｱｽﾞﾚﾐｯｸ錠口腔用5mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
(外)

5mg 東洋製薬化成-小野薬品
工業

口腔･咽頭炎症疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾚﾐｯｸ)
0305ﾋｰﾄ5mg追加 9707
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 M 164 M164:5mg 裸錠 白 有 ｱｿﾞﾌﾟｼﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日本薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 旧ｺｰﾄﾞ(0310迄) 02頃製
造元変更（前：模範薬品
研究所） 010706収載

5 TKS 115 TKS115 5mg:5mg 裸錠 黄～橙黄 無 ｱﾃﾞﾘｰﾙ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝性強心剤 101119再収載
5 Tw:251 Tw251 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾉﾚｷｼﾉﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
東和薬品 消化器機能異常治療剤 960705収載

5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載
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5 EE 211:5 EE 211 OD 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

5 JG 11 JG11 5:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬(口
腔内崩壊錠)

091113収載

5 KN 307:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

5 KRM 105:5 KRM105 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
KRM｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載

5 NP 332:5 5mg:NP-332 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢NP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

5 NS 542:5 NS542 5:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢NS｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日新製薬･第一三共ｴｽ
ﾌｧ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

091113収載

5 TU 232:5 TU232 5:TU232 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
TCK｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-辰巳化学 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗剤

091113収載

5 TYK 507:5 TYK507 5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
TYK｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾊｲｿﾞﾝ製薬-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

旧品名(110128ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
OD錠5mg｢興和ﾃﾊﾞ｣に変
更) 1007販売元変更，統
合に伴い(前:大正薬品工
業)

5 YD 571:5 YD571 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢YD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

陽進堂 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

5 ZE 26:5 ZE26 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ZE｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

全星薬品工業-全星薬品 高血圧･狭心症治療剤，
持続性Ca拮抗剤

091113収載

5 AK 431:5 AK431 5mg:5 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢あす
か｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

5 SW A2:5 SW-A2 OD:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

091113収載

5 t 2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

5 TTS 711:5 TTS-711 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

高田製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

5 Tw 513:5 口腔内崩壊錠 淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

5 LC 2 LC2 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢科
研｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大興製薬-科研製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

5 TYK 507:5 TYK507 5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢興和
ﾃﾊﾞ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

110128収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD
錠5mg｢TYK｣)

5 ｎ 552:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢日医
工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 091113収載

5 MS 006:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢明
治｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

明治製菓 持続性Ca拮抗薬 091113収載

5 BMD 12:5 BMD12 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢BMD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

5 EP 202:5 EP202 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢DSEP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療薬
/持続性Ca拮抗薬

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠
5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変更，承
継に伴い(前:ｴｯｾﾝｼｬﾙ

5 EE 207:5 EE 207 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢EMEC｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 EP 02:5 EP02 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢EP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 旧品名(100917ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
錠5mg｢DSEP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴い(新:
第一三共ｴｽﾌｧ) 080704
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5 FJ 29:5 FJ29 5mg:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢F｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

富士製薬工業 持続性Ca拮抗薬 1005ﾋｰﾄ若干変更

5 JG E17:5 JG E17 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 KN 136:5 KN136 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

小林化工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 MED 215:5 MED-215:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢MED｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性Ca拮抗剤 高血圧
症･狭心症治療剤

080704収載

5 NP 322 NP-322 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢NP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗薬

080704収載 十字割線

5 NS 535 NS535 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢NS｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日新製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

080704収載

5 PH 132:5 PH132 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢PH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

5 RLL A50 RLL A50:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢RLL｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｱｲﾛﾑ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

5 TU 212:5 TU 212 5 mg:TU212 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢TCK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

辰巳化学 持続性Ca拮抗剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

5 TYK454 5:TYK454 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 YD 961:5 YD961 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢YD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

陽進堂 持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ZJ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 101119収載

5 AK 411 AK411 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢あすか｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 KW 061 5:KW061 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗薬

080704収載

5 IC 532:5 IC-532 5mg 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｲｾｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｲｾｲ･ｶｲｹﾞﾝ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

5 OH 217:5 OH-217 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大原薬品工業 持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 n 534 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｶﾞﾚﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-全星薬品
工業，全星薬品，日医工

持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 十字割線

5 NPI 110:5 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性Ca拮抗薬 0904ﾋｰﾄ表NPI-110削除

5 KK 561:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｺｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

救急薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 1001販売元変更(前:興和
創薬，興和)

5 V 2 V2 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大興製薬-大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

5 TTS 373:5 TTS-373 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

高田製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 TG 123 TG123 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 Tw 737:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

5 S 2 S2 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾌｿｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

5 M 602:5 M602 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

5 KC 72 KC72 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢科研｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

080704収載

5 ｎ 557 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢日医工｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 080704収載 十字割線

5 MS A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢明治｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

明治製菓 持続性Ca拮抗薬 080704収載
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5 DS 572:5 DS572 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

5 裸錠（口腔内
崩壊）

白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

040625収載

5 t 35 裸錠 帯黄白 有 ｱﾙｼﾞｷｻｰﾙ錠5 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載
5 t 33 裸錠 白 無 ｱﾙｾﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
030704収載

5 DK 342 DK342 5:5mg DK342 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｱﾙﾛｰﾙ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0103中止 980710収載
5 KH 023 KH023 5mg:OD 5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
極薄黄 有 ｱﾚﾛｯｸOD錠5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 101119収載

5 t 903 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

大洋薬品工業 骨粗鬆症治療剤 090515収載

5 M 117:5 M117 5mg:5mg 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

ﾏｲﾗﾝ製薬 骨粗鬆症治療薬 100528収載

5 SW 390 SW-390 5:5mg 糖衣錠 白 無 ｲｿｸﾘﾝ糖衣錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-IS5)削除 900713収
載

5 R 175 R175:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｲﾃﾞﾊﾞﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 龍角散 持続性Ca拮抗剤 02頃中止 980710収載
5 TP:211 TP-211 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾃﾞﾐｵﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 竹島製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
5 J D:151 JD-151：5mg 裸錠 白 有 ｲﾌﾞｽﾃﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 狭心症治療剤 0507中止 0304販売
5 EP 206:5 EP206 5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢

DSEP｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ

ﾙﾌｧｰﾏ
ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸
塩錠5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変更

5 EP 04:5 EP04 5:5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
EP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

旧品名(100917ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ
塩酸塩錠5mg｢DSEP｣に
変更)，旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴
い(第一三共ｴｽﾌｧへ)
080704収載

5 JG E07:5 JG E07 5:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

5 PH 172:5 5mg PH172 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
PH｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

5 TU 221:5 TU221 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
TCK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ
ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
080704収載

5 TYK514 5:TYK514 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

5 YD 537:5 YD537 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
YD｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

5 OH 214:5 OH-214 5:5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大原薬品工業・沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

5 NP 375:5 5mg NP-375:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ｶﾞﾚﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

5 MED 225:5 5mg MED-225:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ｹ
ﾐﾌｧ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

5 SW 571:5 SW-571:5 mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

5 t 9:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

5 Tw 022:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

5 M 112:5 M112 5mg:5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

091113収載

5 ｎ 041:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

5 OH 75 OH-75 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳｲﾝｸﾙN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 脳循環･代謝改善剤 0712中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

84 / 332 ページ



5 TYK216 5 裸錠 白 有 ｳﾌﾞﾃｯｸ錠5mg 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 0712商品名変更(前:ｳﾌﾞ
ﾃｯｸ錠)

5 NS 286 NS286 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙﾍﾟﾃｨｯｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 日新製薬 切迫流･早産治療剤 1004ﾋｰﾄ表NS286再記載
0812商品名変更(前:ｳﾙﾍﾟ
ﾃｨｯｸ錠)

5 Tu ES Tu ES-05:Tu ES-05 裸錠 白 有 ｴｽﾀｯﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 辰巳化学 狭心症治療剤 0708中止 0107販売，ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 EE 09:EE 09 EE09 5mg:5 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠5｢EMEC｣ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

020705収載

5 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，田辺製薬販売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0712商品名変更(前:ﾚﾅﾍﾞ
ﾘｯｸ錠5)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

5 JG E34 JG E34 5:5 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

5 5 MH23 5mg:5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1006ﾋｰﾄ若干変更
090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠5)

5 K 11 K11 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ｺｰﾄﾞ(1003迄) 明治製
菓とﾋｰﾄ異なる

5 MK 11 MK11 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003ｺｰﾄﾞ変更，錠剤小型
化 明治製菓とﾋｰﾄ異なる

5 MK 11 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1005ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更 小林
化工とﾋｰﾄ異なる

5 5 MH23:5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(090515ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ
ﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
に変更) 0802社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

5 DK 404 DK404:DK404 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾘﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾘﾝ錠5)

5 E 1 E1 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢DK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 MED 021:5 MED-021:5 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢MED｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 NP 323:5 NP-323 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢NP｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 NS 414:5 NS414 5:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡赤 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

091113収載

5 ES 1 ES1 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢SN｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

1012中止

5 YD 572:5 YD572 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡赤 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 陽進堂 持続性選択H1受容体拮
抗剤

091113収載

5 ZE 15:5 ZE15:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ZE｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 全星薬品工業-全星薬
品，ｻﾝﾄﾞ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 t E1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 TTS 414 TTS-414 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 KC 77 KC77 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢科研｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 ｎ 043:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢日医
工｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢CH｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 MED 024 MED-024:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢MED｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 NS 416:5 NS416 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 TU 505:5 TU505 5mg:TU505 5ｍｇ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢TCK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

85 / 332 ページ



5 YD 368:5 YD368 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 TTS 411 TTS-411 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 Tw 733:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 M 114:5 M114 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 KC 75 KC75 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢科研｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 ｎ 028:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢日医工｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬・明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

050708収載，ﾋｰﾄ耳：大

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

5 TYK15：TYK15 5 裸錠 黄 有 ｴﾌﾁﾘﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 大正薬品工業 循環器官用剤 04頃中止
5 T-31 5 TTS-280 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売

元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

5 ｎ 152 糖衣錠 白 無 ｴﾓﾚｯｸｽ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日医工 抗不安剤 0604頃中止 0405本体ｺｰ
ﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ変更

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠5mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 5mg（無水物
として）

塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩
酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠

030606収載

5 μ g：5μ g 裸錠 白 無 ｵﾊﾟﾙﾓﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

小野薬品工業 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘導体 050610品名変更(前：ｵﾊﾟ
ﾙﾓﾝ錠)

5 LM μ
μ g

裸錠 白 無 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載

5 t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ
ｾﾞ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

5 SANKYO 330：5 裸錠 淡黄白 無 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠5mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 5mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

5 NS 512:5 NS512 5 裸錠 黄白 有 ｶｵﾙﾄｰﾝ錠5 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日新製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg ｸｴﾝ酸ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 5mg 大日本住友製薬 消化管運動促進剤 980925収載 ﾋｰﾄ商品名

記載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧ
5 Pfizer:CDT 255 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角

形)
白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠1番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ

ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

5 Pfizer:CDT 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（六角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠3番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

5 Pfizer:CDT 051 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠4番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

5 ｔ 57 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾄﾗｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 Ca拮抗薬 050708収載
5 MF 3 裸錠 白 無 ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩錠5mg｢

ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β -ﾌﾞﾛｯｶｰ 090324収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠)
5 SW 698 SW-698 5：5mg 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾙﾃﾛｰﾙ錠)
030398ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CA)削除

5 NF 135 NF135：5mg 裸錠 白 有 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

0410社名変更
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5 KP 371 裸錠 薄赤 無 ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞﾙ
錠5) 0703ﾋｰﾄ裏記号変

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放
性)

灰赤/橙 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ
として)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

5 KY 02 GLUCONSAN K KY02
5mEq

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠5mEq ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 5mEq ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ・科研製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠)
0704製造販売会社社名
変更(前:科薬) 0206ﾋｰﾄ

5 ZD4522 5 5：ZD4522 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄～くす
んだ赤黄

無 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠5mg ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 5mg（ﾛｽﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝとして）

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ・塩野義製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

050318収載，2.5mgには
本体裏面に2 1/2 の記載
あり。

5 ZD4522 5 5：ZD4522 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄～くす
んだ赤黄

無 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠5mg ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 5mg（ﾛｽﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝとして）

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ・塩野義製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

050318収載，2.5mgには
本体裏面に2 1/2 の記載
あり。

5 Tw 246：5 Tw246 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾌﾅﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 血管拡張性β 1遮断剤 040709収載
5 K N:293 KN293 5mg 裸錠 白 有 ｺﾊﾞｲﾝﾀｰ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 小林化工・全星薬品 狭心症治療剤 0707頃中止
5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0208ﾋｰﾄ変更

5 FS C16 FS-C16 5mg：5mg 裸錠 白 無 ｺﾚﾘｯﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 扶桑薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

5 5 SYT016 裸錠 黄 有 ｻｰﾌｨﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 三恵薬品 昇圧剤 0408中止 本体追加
5 TA 129 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｱﾐｵﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 田辺三菱製薬 脳循環・代謝改善剤 0710社名変更（前：田辺

製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｻｱﾐｵﾝ

5 5mg TC267 5mg：TC267 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｻﾌﾟﾚｽﾀｶﾌﾟｾﾙ5mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大鵬薬品工業 持続性Ca拮抗剤 030704収載
5 110:HD HD-110 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾓｼﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･三和化学研

究所，ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

脳循環･代謝改善剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾙﾓｼﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬） 0203ﾋｰﾄ変更
990709収載

5 SW 528 SW-528 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｻﾜﾁｵﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 沢井製薬 脳循環･代謝改善剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾁｵﾝS錠)
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 5:KW 232 KW232 5:KW232 5 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢
ｱﾒﾙ｣) 0512ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ変

5 t 138 裸錠 白 有 ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物錠5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 1009中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃﾞﾆ
ｽﾊﾟﾝ錠)

5 FZ 27 FZ27 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾅﾛﾝｸﾞ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性Ca拮抗降圧剤 1011中止 1002販売元変
更(前:ｷｯｾｲ薬品)，ﾋｰﾄ若
干変更

5 LILLY 4115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

5 TYK241:TYK241 5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業 狭心症治療剤 0707中止 02ﾋｰﾄ変更
5 Tw 017:5 Tw017 5mg:5mg 裸錠 黄白 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
5 JG E21 JG E21 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢JG｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
5 SW541 SW-541:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 090515収載
5 t 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
5 NS 298 NS298 5:5mg 裸錠 白 有 ｼﾙﾋﾞﾉｰﾙ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 日新製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，第一三共ｴｽﾌｧ
狭心症治療剤 0306本体ｺｰﾄﾞ化

5
5mg

裸錠 薄赤 無 ｼﾝｸﾞﾚｱﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，
気管支喘息治療薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)
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5 MK 06 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林化工-明治製菓 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

030704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

5 MK 06 MK06 5mg:5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

030704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

5 OH 221：5 OH-221 5mg：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg
「OHARA」

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大原薬品工業・高田製
薬，持田製薬

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0609日医工中止 0412本
体刻印追加

5 KW 255：5 KW255 5：KW255 5 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg「ｱﾒﾙ」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

5 MH 599 MH599 5：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠
5mg)

5 MH 599 MH599 5：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

5 NS 502 NS502 5:5mg 裸錠 薄桃 有 ｼﾝﾍﾞﾉﾝ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日新製薬・第一三共ｴｽ
ﾌｧ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0007販売

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 5mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

5 n 356 裸錠 白 無 ｽﾄﾛｰｸ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日医工 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0605頃中止 0206ﾋｰﾄ変
更(記号裏から表へ)
900713収載

5 裸錠 白～淡黄 有 ｽﾊﾟｽﾒｯｸｽ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 興和-興和創薬 平滑筋鎮痙剤 0804中止 0610社名変
更，統合に伴い(前:日研

5 AZ 126：5 AZ126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

Ca拮抗剤 0302製造元，ｺｰﾄﾞ変更，
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

5 OH 143 OH-143 5mg:OH-143 裸錠 白 有 ｾｰﾌﾘｰ錠5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大原薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0711中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 ZNC 201:5 5mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ-ｾﾞﾈｶ薬品 持続型ACE阻害剤 0305ﾋｰﾄ変更
5 SW 251 SW-251 OD:5 mg OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩OD錠5mg

｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
100528収載

5 AR 801:5 AR801 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢AR｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬-日本ﾕﾆﾊﾞｰ
ｻﾙ薬品

持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

旧品名(091001ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩
酸塩錠5｢NUP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬
品への承継に伴い

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢NUP｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

091001収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠5｢AR｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬からの承継
に伴い

5 OH 127:5 OH-127 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大原薬品工業･持田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
CH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 CHO 2 CHO2 5mg:CHO2 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
CHOS｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 KTB 26 5mg KTB26:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
KTB｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 寿製薬･三和化学研究所 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 MED 053 MED-053:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
MED｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 MN 412 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日新製薬-明治製菓 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

5 MN 412 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

5 NP 120 5mg NP-120:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
NP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載
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5 NPI 102 NPI-102:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
NPI｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性選択H1受容体拮
抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1103本体ｺｰﾄﾞ102裏→
表，ﾋｰﾄ若干変更

5 NT 250 NT250 5mg:NT250 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
NT｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止

5 PH:771 5mg PH771:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
PH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 TU 501 TU501 5mg:TU501 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
TCK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 TM 112 TM112 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
TOA｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 東亜薬品-日東ﾒﾃﾞｨｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 TYK 451 TYK451 5mg:TYK451 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
TYK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 366 YD366 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
YD｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 陽進堂 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1012ｻﾝﾄﾞ中止 1001ﾋｰﾄ
表5mg追加

5 KW 268 5mg 5:KW268 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 共和薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

070706収載

5 KSK 110 KSK110 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｸﾆ
ﾋﾛ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 皇漢堂製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 t 74 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 TTS 400 TTS-400 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 高田製薬･ﾏﾙﾎ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 TG 111 TG111 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性選択H1受容体拮
抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

5 E24 E24 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 鶴原製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 M 303 M303 5mg:M303 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

080201収載(商品名変
更，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠
5mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

5 KC 52 KC52 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢科
研｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 ｎ 311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢日
医工｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 LS μ g 裸錠 白 無 ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･東和薬品，日
本ｹﾐﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾉﾋﾞﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 9710本体，ﾋｰﾄ
変更

5 t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾑｾﾞﾝ錠)

5 PH:278 PH278 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｲﾄﾞS錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 脳循環･代謝改善剤 旧品名(0712迄，新品名:
ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢PH｣) 東
洋ﾌｧﾙﾏｰのｾﾚｲﾄﾞ錠(ﾆｾﾙ
ｺﾞﾘﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

5 TA 142 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｾﾚｼﾞｽﾄOD錠5mg ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物 5mg 田辺三菱製薬 経口脊髄小脳変性症治
療剤

090918収載

5 NS NS219 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｸﾜｰﾙN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日新製薬 脳循環･代謝改善剤 旧品名(081219ｿｸﾜｰﾙ錠
5mgに変更)，旧ｺｰﾄﾞ

5 TP 208 5:TP-208 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾞｳﾝﾃﾝｼﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0504社名変更(前：竹島
製薬)

5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾘｵﾝOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 5mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

5 Tw 725:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

5 ｎ 045:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載
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5 HC902 HC902 5mg:5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧品名(050610迄)，品名
変更(新：ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ

5 Tw 434 Tw 434 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 東和薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
5 5:5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄褐半透
明

ﾁｵﾃﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg 塩野義製薬 経口腎性貧血用剤･抗乳
腺腫瘍剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｵﾃﾞﾛﾝ5mg)
0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

5 TSU 379 TSU379 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾁｽﾀﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 鶴原製薬 β 受容体遮断剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｽﾀﾛｰﾙ錠)

5 CG 124 10mg：10mg CG124 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

03頃ﾋｰﾄ変更，表CIB10
削除等

5 CG 123 5mg：5mg CG123 裸錠 白 有 ﾁﾊﾞｾﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

03頃ﾋｰﾄ変更，表CIB5削
除等

5 t 138 裸錠 白 有 ﾃﾞﾆｽﾊﾟﾝ錠 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 重症筋無力症・排尿障害
治療剤

旧品名(080620ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ
臭化物錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

5 KK 335:5 裸錠 白 無 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐｰﾙ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 小林薬学工業-東和薬品 心機能改善薬 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
010706収載

5 KYK 335:5 KYK335 裸錠 白 無 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐｰﾙ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-東和薬品 心機能改善薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

5 Tw 211 Tw211 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾄﾞｽﾍﾟﾛﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持続性Ca拮抗剤 980710収載
5 5mg:TYK245 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動改善剤 091113収載
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠
5)，ﾋｰﾄ若干変更

5 SW 152 SW-152 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 消化管運動改善剤 101119収載
5 5:5 裸錠 淡橙 無 ﾅｰﾍﾞﾝ錠5mg ﾁｵﾁｷｾﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神病治療剤 9909中止
5 KH 305 KH305 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ 消化管運動改善剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｼﾛﾋﾞﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

消化管運動改善剤 101119収載

5 Tw 236 Tw236 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｶﾐｰﾙ錠5 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持効性Ca拮抗剤 旧品名(080620ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ
錠5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)

5 SW 223 SW-223 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ)

5 KK 332 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(日医工へ)

5 n 523 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 日医工 狭心症治療剤 0701本体ｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(小林薬学工業よ

5 SW 722 SW-722 5:5mg 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾀ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 狭心症治療剤 990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 PH:278 PH278 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢PH｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 脳循環･代謝改善剤 0908中止 0712商品名変
更(前:ｾﾚｲﾄﾞS錠) 東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰのｾﾚｲﾄﾞ錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘ
ﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

5 Tw 236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持効性Ca拮抗剤 1101ﾋｰﾄ若干変更
5 NS 52 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾆｯｼﾝ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日新製薬 持効性Ca拮抗剤 060707収載
5 KW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
5 OH 174 OH-174 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾚｼﾞｯｸ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大原薬品工業 持続性Ca拮抗剤 03頃ﾋｰﾄ変更 980710収

載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
5 SW-913 5:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾛﾆｸｽS-5)
5 TYK79 5mg:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾆﾌｪﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ Ca拮抗剤 101119収載

5 PH 248 PH248 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性Ca拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)
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5 t 裸錠(楕円形) 白 無 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 0503本体ｺｰﾄﾞ追加 9804
ﾋｰﾄ変更 7804収載

5 KW 350:5 KW350:KW350 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉｰｾﾞｱ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 共和薬品工業 消化管運動改善剤 100528収載
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微帯黄白 有 ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤
5 PT N04:5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

5 HD-210 5mg：5mg 裸錠 黄 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧本体（0401迄） 0304社
名変更（前：菱山製薬），
ﾋｰﾄ変更

5 HD 210：5 HD-210 5mg：5mg 裸錠 黄 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0401本体変更
5 GS:TEZ GS TEZ:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠5mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 5mg(ﾊﾟﾛｷｾﾁ

ﾝとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤
100924収載

5 Tw 203 Tw203 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 東和薬品・ﾏｲﾗﾝ製薬 酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠)

5 P D 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 高血圧・狭心症・頻脈治
療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 98ﾋｰ
ﾄ変更，裏一般名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 8109収載

5 SW 200 SW-200 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛﾃｲﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 HD 290 HD-290 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾋｼﾛﾐﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0404ﾋｰﾄ変更 0304社名
変更（前：菱山製薬）
980710収載

5 KH 401 KH401 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋｽﾛﾝ錠5 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 協和発酵ｷﾘﾝ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

5 NS 215 NS215 5:5mg 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日新製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 KN 251 KN251 5mg 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ錠5｢KN｣ ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 小林化工 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0706中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 TSU580 5mg:5mg 糖衣錠 橙黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

5 TSU 584 TSU584 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾁｵﾛｰﾙ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 鶴原製薬 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾁｵﾛｰﾙ)

5 R 151 R151:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ（0210迄） 日本薬
品工業のﾋﾙﾌﾞﾘﾝ錠5mg(ﾆ
ｾﾙｺﾞﾘﾝ，中止)とｺｰﾄ同じﾞ

5 n 151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日医工 脳循環･代謝改善剤 0210本体刻印変更（前：
R151），ﾋｰﾄ裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

5 裸錠 黄白 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠5mg「ﾀﾅﾍﾞ｣に変

5 PH 252 PH252：5mg 裸錠 薄桃 有 ﾌｧﾙﾌﾟﾘﾙ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

5 裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

5 TSU624 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｫﾘｸﾛﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ
ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし

鶴原製薬 消化管機能異常治療剤 980710収載

5 5mg OI22:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌﾟﾗｽﾀｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 0207中止 0204ﾋｰﾄ変更，
記号OI22裏→表へ

5 M 772:5 M772 5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠5mg｢
KH｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬-協和発酵ｷﾘﾝ HMG-CoA還元酵素阻害
剤(高脂血症治療剤)

100528収載

5 TG 151 TG151 5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠5mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載

5 KN 253 KN253 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠5「KN」 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤(高脂血症治療剤)

030704収載

5 KW 562：5 KW562 5:KW562 5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠5mg「ｱﾒ
ﾙ」

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載
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5 YD 077 YD077：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠「陽
進」5mg

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

5 NP 313 NP-313 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠5mg｢
NP｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載

5 TSU 756 TSU756 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠5mg｢
ﾂﾙﾊﾗ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 鶴原製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

050708収載

5 SW 708 SW-708 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

030704収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 OH 222：5 OH-222 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾒｲﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大原薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

5 DK 411 DK411 5:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾛﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0912中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

5 TYK316:TYK316 5 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾏﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0707中止
5 n 748 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害

剤 -高脂血症治療剤-
旧本体ｺｰﾄﾞ(0611迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

5 n 797 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

5 AN:SCHERING 5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾓﾙﾄN ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 0811中止 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

5 SW 058 SW-058：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾘﾝﾊﾟｰﾙ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg(塩酸ﾒﾄｸ
ﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て)

沢井製薬 消化器機能異常改善剤 1003中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝ
ﾊﾟｰﾙ錠)，ﾋｰﾄ裏記号変
更(3.84mg→5mg)

5 糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 0004中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0109商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠)，ﾋｰﾄ変更(5追
加等)

5 P.S SYT110：5mg 裸錠(長円形) 淡桃紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三恵｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三恵薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0710中止 0407包装変
更，SP→PTPへ

5 h 255 5mg h-255:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ﾎｴｲ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更 0512
ﾋｰﾄ変更(表5mg追加)

5 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0311本体刻印5追加
0310社名変更 0306ﾋｰﾄ
裏5ｍｇ追加 0109商品名
変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭

5 NP 277：5 NP-277 5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg「NP」 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0307販売
5 NP 277：5 NP-277 5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg「NP」 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0307販売
5 PH 209 PH209：5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢ﾐﾀ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
5 Tw 134 Tw134 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾍﾞｰｽ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤（高血圧症）
0703中止 030704収載

5 T M 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

5 ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄) 0403
販売（前：ﾌﾟﾚﾛﾝ錠）

5 ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0805ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
5 NMB 59 NMB59 裸錠 淡青 有 ﾌﾞﾛｶﾄﾞﾚﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾁﾓﾛｰﾙ 5mg 万有製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9904中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/灰赤 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ

として)
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

5 5mg  TTS 287 5:TTS-287 5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 高田製薬 本態性高血圧症治療剤 1004ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前：塩野義製薬)
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5 FJ 32 FJ32:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 富士製薬工業 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 0609ｺｰﾄﾞ変更，本体ｺｰﾄﾞ
追加

5 MED 301：5 MED-301 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾊﾞﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

040709収載

5 μ g 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大日本住友製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠)

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄黄 無 ﾍﾞｼｹｱ錠5mg ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過活動膀胱治療剤 060601収載
5 SW 552 SW-552 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾍﾞﾀｷｰﾙ錠5 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
血管拡張性β 1遮断剤 020705収載

5 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾒﾉｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 高血圧・不整脈・狭心症
治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

5 1B：5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更
5 SW 117 SW-117 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾅｾﾞｯﾌﾟ錠5 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
030704収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 MH 797 MH797 5mg：MH797 5mg 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(090515ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK
錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

5 BMS 372 BMS372 5 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0902迄)，製造販
売元変更に伴い(新:ｱﾙﾌ
ﾚｯｻﾌｧｰﾏ)

5 NF 155 NF155 5mg 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0903ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾌﾞﾘｽﾄﾙ
ﾏｲﾔｰｽﾞ)

5 MH 797 MH797 5mg：MH797 5mg 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠
5mg)

5 229 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg(塩酸ﾒﾄｸ
ﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て)

大洋薬品工業 消化器機能異常治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠)
0208ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 7501収載

5 ｎ 122 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾘｾﾞﾘﾝ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日医工 消化管運動改善剤 101119収載
5 n 574:5 裸錠 白 無 ﾍﾙﾊﾟﾐﾝ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 日医工 心機能改善薬 010706収載
5 Tw 751 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 東和薬品 消化管運動改善剤 101119収載
5 裸錠(楕円形) 白 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 010706収載(商品名の変

更 前:ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠)
5 TJN BNT:5 裸錠 白 無 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水

和物
5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

帝人ﾌｧｰﾏ 骨粗鬆症治療剤
除  010831収載

5 裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠5mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
5 Tw 131 Tw131 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾏｲﾊﾞｽﾀﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤（高脂血症治療剤）
030704収載

5 TYK375 5：TYK375 5mg 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

5 ｎ 730:5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
5 t 923:5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載

5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
5mg)，ﾋｰﾄ若干変更

5 YD 559:5 YD559 5mg:5mg 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾛｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 陽進堂 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
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5 TYK252:TYK252 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 脳循環･代謝改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
大正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる

5 NCP217B：5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

赤 ﾐﾙﾌｧｼﾞﾝ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0803中止

5 MF 7 裸錠 白 有 ﾒｲﾀｯﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 MF 7 裸錠 白 有 ﾒｲﾀｯﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
5 Tw 129 Tw129 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾄｰﾜ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載
5 n 754 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾊｰﾂ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日医工･共和薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載
5 TP 210 TP-210 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾘｰｽ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0901中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
5 SW 335:5 SW-335 5:5mg 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾛｰﾙ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 選択的β 1遮断剤 0812頃本体ｺｰﾄﾞ5追加
5 TYK352:TYK352 5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

5 NS 518 NS518 5：5mg 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾘｯﾁ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日新製薬・科研製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

5 CMX048 5 CMX048 5:5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾘﾘﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ｹﾐｯｸｽ HMG－CoA還元酵素阻
害剤，高脂血症治療剤

060707収載

5 TBP 274 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東菱薬品工業-ｻﾝﾄﾞ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0607ﾋｰﾄ表記号変更

SANDOZ)追加 東菱薬販
のものとﾋｰﾄ異なる

5 TBP 274 TBP274 5mg 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東菱薬品工業-東菱薬販 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0412中止 ｻﾝﾄﾞのものと
ﾋｰﾄ異なる

5 PH 711 PH711：5mg 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾛｶｯﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞﾋﾟｰ
ｸ錠5mg)

5 n 748 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

日医工のﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗ
ﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰﾄﾞ
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

5 M M727 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾘｯｸ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 模範薬品研究所 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
5 NS 209 NS209：5mg 裸錠 白 無 ﾒﾙｶﾄｱ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日新製薬 β -遮断剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾙｶﾄｱ錠)
0810ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除

5 EE 57:5 EE 57 5mg:5mg 裸錠 淡黄白 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢EMEC｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ﾀﾞｲﾄ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
5 NP 253:5 NP-253 5mg:5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢NP｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･ｻﾝﾄﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 NPI 107 NPI-107 5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢NPI｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本薬品工業・ﾏｲﾗﾝ製 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 NT 240:5 NT-240 5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢NT｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 1101ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
5 TU 110:5 TU110 5:TU110 5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢TCK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
5 TYK455 5mg:TYK455 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 YD 539:5 YD539 5mg:5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢YD｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 陽進堂・あすかActavis製

薬，武田薬品工業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

5 KW 650:5 5:KW650 5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 共和薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
5 t 82 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 TTS 172 TTS-172 5mg:5mg 裸錠 淡黄白 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 高田製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 TG 113:5 TG113 5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

5 Tw 515:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 MC 1 5mg YP-MC1 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾕｰﾄｸ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大興製薬-祐徳薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 MX 1 MX1 5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢科研｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 n 768:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢日医工｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄白/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

-第一製薬
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0501中止(0412錠販売)

0203ﾋｰﾄ変更 010202収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)
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5 M05：5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄白/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0406中止(0412錠販売)
0406第一製薬の単独販
売，ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰは製造の

5 Tw 136 Tw136 5mg:5mg 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾓﾅｿｻｰﾙ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載

5 NS 237 NS237 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾝﾛﾋﾞｱ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日新製薬 消化管運動改善剤 101119収載
5 TSU802 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾕﾍﾞ･Qｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 鶴原製薬 代謝性強心剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾕﾍﾞ･Q)
5 GS CL2:5 GS CL2 裸錠(長円形) 白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠小児用5mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載
5 OH 201:5 OH-201 5mg:5mg 裸錠 薄桃 有 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大原薬品工業・ｱﾙﾌﾚｯｻ

ﾌｧｰﾏ
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003大正薬品工業中止
0408本体刻印5追加

5 MF 3 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
5 MF 3 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧品名(090324ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ

塩酸塩錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更) 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

5 CG 215 5mg：5mg CG215 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗痙縮剤 03頃ﾋｰﾄ変更，表LIO5削
除等

5 Tｗ 161:5 Tw161 5mg:5mg 裸錠(蝶形) 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg(無水物
として)

東和薬品 持続性ACE阻害剤 091113収載

5 NT 235:05 0.5mg NT-235 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
5 EE 14：5 EE14 5mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾘﾀﾞｯｸM錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ HMG-CoA還元酵素阻害 速崩錠 050708収載
5 KY･RI 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ錠5mg｢PP｣ 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 切迫流･早産治療剤 0712商品名変更(前:ﾘﾄﾄﾞ

ﾘﾝ錠｢科薬｣) 0704社名変
更(前:科薬)

5 OH 261 OH-261 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾒﾘﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 切迫流･早産治療剤 0909商品名変更(前:ﾘﾄﾒﾘ
ﾝ錠)

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄紅 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

5mg 山之内製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ 0108本体P-D削

PD)削除
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄紅 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0504社名変更(合併)
000502収載

5 n 929 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｵﾌ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

030704収載

5 KK 351 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ)
030704収載

5 n 936 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

5 t 39 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1011ﾋｰﾄ若干変更

5 SW 500 SW-500 5：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾀﾞｳﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0310社名変更 030704収
載，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

5 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

5 PH 231 PH231：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞﾄｰﾙ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 030704収載

5 Tw 133 Tw133 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾌﾞﾛｯｸ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

030704収載

5 EE 17：5 EE17 5mg：5 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾗM錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

040709収載

5 FJ 18 FJ18:5μ g 裸錠 白 無 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μ
g｢F｣

ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

富士製薬工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

060707収載

5 CLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾙﾐﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 心身安定剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
000707収載
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5 ZE 65 LUK5 5 ZE65:5mg 裸錠 白 有 ﾙｰｸ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾒﾙｸﾎｴｲ

選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0303ﾋｰﾄ変更 010706収
載

5 YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神安定剤 0903中止 0504社名変更
(合併)

5 NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0112
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

5 C-22B 5 C-22B・5：5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠5mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ記
載等

5 MSD 712 MSD 712 5：5mg 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE
阻害剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

5 MSD 712 MSD 712 5：5mg 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE
阻害剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

5 n 975 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0211ﾋｰﾄ5mg追加 000707
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

5 MED 212 MED-212 5 裸錠 薄黄赤 有 ﾚﾉﾍﾟﾝﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 NPI R NPI 214A:5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 SW703:5 SW-703 5:5mg 裸錠(蝶形) 白 有 ﾛｺﾌﾟｰﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg(無水物
として)

沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

091113収載

5 ｎ 171:5 裸錠(蝶形) 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 091113収載
5 TSU 094 TSU094 5mg 裸錠 黄 有 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠(ﾂﾙﾊﾗ) 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 鶴原製薬 循環増強剤 0604中止 0207本体刻印

追加 9611ｺｰﾄﾞ化
5 A 5:5 TSU007 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
鶴原製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0406ﾋｰﾄ変更，裏商品名
変更等 0310社名変更
9401変更

5 A 裸錠(四角形) 橙 有 ｱﾅﾄﾞﾛｰﾙ5mg ｵｷｼﾒﾄﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 9904中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 EISAI AH005 EISAI AH005 裸錠 白 有 ｱｽﾄｰﾝ錠 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 気管支拡張剤 0106中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

5 AJ1 5 AJ1 5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾚｯｸ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 味の素製薬-持田製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

5 糖衣錠 白 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

旧ﾋｰﾄ(1008迄)

5 IW 15:5 AM5 IWAKI:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｲﾜｷ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

岩城製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗薬)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5)

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

5 AS5 AS5 5mg:AS5 5mg 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢SN｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 骨粗鬆症治療剤 090515収載

5 ASP5 裸錠 白 有 ｱｽﾊﾟﾐﾝ錠 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg 三和化学研究所 β 2刺激気管支拡張剤 9707中止
5 AT5 AT5 5mg 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢DK｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水

和物
5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

大興製薬-日本ｹﾐﾌｧ 骨粗鬆症治療剤 090515収載

5 ATT005 DOJ 裸錠 黄 有 ｱﾄﾗﾝﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 同仁医薬化工 循環増強剤 中止
5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄)
5 5B：2.5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠)
5 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ錠5mg ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ)
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5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾀﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾗｰﾄ5)
0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

5 LEVITRA 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠5mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

5mg（ﾊﾞﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載

5 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾏｰｹﾞ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 宇治製薬 精神神経用剤 0104中止 920710収載
5 BET0005 DOJ 裸錠 白 有 ﾍﾞｰﾀﾒｻ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 同仁医薬化工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 中止
5 糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠5mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0212販売中止 0108ﾋｰﾄ

裏商品名記載，記号

5 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 高血圧･頻脈用剤 00中止 99ﾋｰﾄ変更，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

5 BMD 5:1 BMD5 1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
BMD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

5 Sc277 BRA5：5mg 裸錠 橙 有 ﾌﾞﾗﾝﾁﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 三和化学研究所 昇圧剤 0603中止 0409ﾋｰﾄSP→
PTP

5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)
9706ﾋｰﾄ変更

5 BTP-5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠5 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 9501中止
5 BX 5 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)

020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

5 BX 5 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断剤 0704ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載（ｶﾀｶﾅ）  900420収
5 BZ5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙

型)
くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠5mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本

ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ｾｵﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 長生堂製薬 結核治療剤 0312中止 00ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 錠剤 淡黄 無 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠5ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
元変更に伴い(前:第一三
共)

5 CG 118 CG 118 糖衣錠 白 無 ｶﾄﾞﾗｰﾙ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続型血管拡張降圧剤 0812中止 9805ﾋｰﾄ裏変
更(CAD5削除)

5 CH5 徐放錠 白 無 ｽﾚﾝﾄﾞﾐﾝ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 長生堂製薬 虚血性心疾患治療剤 98中止 900713収載
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
5 裸錠 白 有 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠5mg「ﾁｮｰｾｲ」)

5 裸錠 白 有 ﾒﾄﾛﾏｲﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0408中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠5mg｢ﾁｮｰ

ｾｲ｣
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，

田辺製薬販売
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

5 CH-5S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾙﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9405中止 920710収載
5 裸錠 白 有 ｼﾛﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 長生堂製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
0704中止 050708収載

5 糖衣錠 白 無 ｾｵﾉﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0712本体ｺｰﾄﾞ追加
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5 CG 123 CIB5:CG 123 裸錠 白 有 ﾁﾊﾞｾﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CIB5削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9510割線

5 CL 5 CL5 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢SN｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0208ﾋｰﾄ変更

5 CLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾙﾐﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 心身安定剤 0909中止 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更

5 CMA5：5mg 糖衣錠 淡青 無 ｶﾏﾘﾈｽ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 全星薬品工業-全星薬品 精神神経用剤 0706中止 0302ﾋｰﾄ変更
5 CT CT 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢AFP｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
5 IW 02 CT5 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｲﾜ

ｷ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 岩城製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9508
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴
い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
5 裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9203変更
5 DNP 5mg 裸錠 白 有 ﾃﾞﾆｽﾊﾟﾝ錠 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 重症筋無力症･排尿障害

治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 930226
承認

5 5 DP-05 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢日ｱﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ｱﾙﾂ製薬 抗不安剤 9705中止
5 裸錠 白 有 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ錠5mg ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 5mg 第一三共 ﾚﾄﾛ･ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ)
5 裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで)
5 05E:5mg 裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 0812商品名変更(前:ｴﾎ

ﾁｰﾙ錠)
5 t E5 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 大洋薬品工業 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾅﾎﾞﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ﾄﾛﾋﾟｾﾄﾛﾝ 5mg（ﾄﾛﾋﾟｾﾄ
ﾛﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ･協和発酵
工業

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ(0706迄) 0211ﾋｰﾄ
変更 971212収載

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

5
5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

5 ZE 06 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
5 EE 05 EE05：1 裸錠 白 有 ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ錠1mg｢

EMEC｣
ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ

として)
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
5 EK 05 112.5mg EK05:112.5mg 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小林化工-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，

気管支喘息治療剤
070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

5 EK 05 EK05 112.5mg:112.5mg 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小林化工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲとﾋｰﾄ異なる

5 Sc 285 Sc285 5mg ELL5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｴﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤 0312ﾋｰﾄ変更 980710収
5 T-31 5 5：5 T31-5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

5 EN 5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾘｰﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0208
ﾋｰﾄ変更 000707収載

5 EN 5 裸錠 白 有 ﾚﾘｰﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0704ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘﾅｰｾﾞ錠5 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg わかもと製薬 消炎酵素製剤 0209中止 9710ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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5 EP 05:10 EP05 10:10mg 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
EP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

旧品名(100917ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ
塩酸塩錠10mg｢DSEP｣に
変更)，旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴
い(第一三共ｴｽﾌｧへ)
080704収載

5 EPT005 DOJ 裸錠 黄 有 ｵｲﾎﾘﾝ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 同仁医薬化工 精神安定剤 中止
5 TYK02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧品名，ﾃﾞｰﾀ 030704商

品名変更（FAD錠5mg
（TYK)へ） 0108ﾋｰﾄ変更
(FAD5削除)

5 TSU085 5mg:FAD 5 5mg
耳：FAD5

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 FAD錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

5mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:FAD5(ﾂﾙﾊﾗ))

5 C-31F 5 FAD5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

黄 無 ﾌｧﾃﾞﾐﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

5mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0011中止

5 耳:FAD-5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾗｼﾞﾚﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg ｲｾｲ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9502中止
5 FJ 05 FJ05:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｾﾅﾌﾟﾛｽﾄ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 富士製薬工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体
020705収載

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ﾒﾅｰﾂｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 5mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK製剤 9307中止 920710収載
5 FRE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾑｰﾌﾞ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 切迫流･早産治療剤 0509中止 0110社名変更

9910製造元変更，ﾋｰﾄ記
号(FRE5mg)削除

5 FS 5 FS5 5mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾌｿｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症・狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗剤

091113収載

5 FS D05 FS-D05 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠”ﾌｿｰ” ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 扶桑薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0312中止
5 FS F05 FS-F05 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾌｨｰﾙ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
扶桑薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 0902中止 0212ヒート変更

（50mg追加など)
5 FS G05 FS-G05 裸錠 白 無 ｶﾞｽﾃｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 扶桑薬品工業 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞｽﾃｰﾙ)
9812本体，ﾋｰﾄ変更(製造
元変更の為)

5 FS-H05 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾎﾟｾﾛｰﾙ-500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 扶桑薬品工業 高脂血症治療剤 0509中止 0101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
化，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

5 FS M05 FS-M05 裸錠 白 有 ﾒﾁｷｻｰﾄ錠 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ 2.5mg 扶桑薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0504中止 9912ﾋｰﾄ商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 FS-T05 糖衣錠 暗赤紅 無 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ﾌｿｰ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として）

扶桑薬品工業 緩下剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁﾈﾗｯｸ錠)

5 FS-T05 糖衣錠 暗赤紅 無 ﾁﾈﾗｯｸ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg（ｾﾝﾉｼ
ﾄﾞA･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として）

扶桑薬品工業 緩下剤 旧品名(0606迄)，商品名
変更に伴い(新:ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ﾌｿｰ｣)

5 W 305 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
5 FZ 27 FZ27 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾅﾛﾝｸﾞ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性Ca拮抗降圧剤 1011中止 1002販売元変

更(前:ｷｯｾｲ薬品)，ﾋｰﾄ若
干変更

5 FZ 11 FZ11 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄｶﾞｰ錠5 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ H2受容体拮抗剤 1103中止
5 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾝﾃﾞﾙ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 低血圧治療剤 9601中止
5 裸錠 白 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

5 GSCL5:25 GS CL5 裸錠(角のとれ
た四角)

白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 25mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載

5 GX CE5 GX CE5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(D形) 緑 無 ｱﾏｰｼﾞ錠2.5mg 塩酸ﾅﾗﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 2.5mg(ﾅﾗﾄﾘ
ﾌﾟﾀﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT1B/1D受容体作動
型片頭痛治療剤

080418収載

5 GX CG5 GX CG5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

薄橙 無 ｾﾞﾌｨｯｸｽ錠100 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 001117収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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5 HC902 5:HC902 Thiaton5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 北陸製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧ﾋｰﾄ 9701ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

5 HFA5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0302ﾋｰﾄ表5mg追加 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
950317収載

5 糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

5 MO 450:5 MO450 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠5mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 5mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

5 糖衣錠 明灰緑 無 ﾋﾒﾛﾝK1錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0308中止 010706収載(商
品名の変更 前:ﾋﾒﾛﾝK1

5 HPC 005 HPC005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾜﾆｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 原沢製薬工業 高脂質血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾆｰﾙ錠)
0809ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

5 裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9709ﾋｰﾄ
裏変更

5 HR 5:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾛ･ﾘﾝﾃﾞｵｰﾙ ﾘﾈｽﾄﾚﾉｰﾙ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1.6mg，
0.048mg

日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 内服用黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ
複合剤

0611頃中止 0504販売元
変更(前：三共)

5 HRS-5 裸錠 白 有 ﾋﾙｽｶﾐﾝ錠5mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｲｾｲ 催眠鎮静剤・抗てんかん
剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾙｽｶﾐﾝ)

5 HT-05 裸錠 淡褐 無 本草安中散料ｴｷｽ錠-M 本草製薬 漢方製剤 9406中止
5 HT5D 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾙﾄ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 堀田薬品合成 鎮痙剤，胃･十二指腸潰

瘍治療剤
9103中止

5 HT5G HT5G 裸錠 黄～橙黄 有 ｼﾞｬｽﾄｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 堀田薬品合成 代謝性強心剤 中止
5 HT 5K HT5K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾄｺｴﾆﾝ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 堀田薬品合成 微小循環系賦活剤 0001中止
5 HT5L HT5L 裸錠 白 有 ｺﾌｼﾞｬｽﾄ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 堀田薬品合成 気管支拡張剤 9810中止
5 HT5R 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾎﾘﾀ｣

10mg
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 堀田薬品合成 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9410中止

5 HT 5V TSU044 200mg:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾊﾞﾅｼﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 骨粗鬆症治療剤 0908商品名変更(前:ｲﾊﾞﾅ
ｼﾝ錠)

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐
黄(白帯)

ﾋﾎﾟｶ5mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

5 HYZ 05 HYZ05 25:HYZ05 裸錠 白 無 ｻﾙﾐｺｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症治療剤 1101製造販売元変更(前:
ﾊｲｿﾞﾝ製薬) 1007販売元
変更，統合に伴い(前:大
正薬品工業)

5 5 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾏﾙｺ製薬 広域精神身体平衡剤 9510中止
5 Sc 302 JEO5 糖衣錠 橙赤 無 ｾﾞｵｴｰｽ錠 ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 5mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 9612中止
5 JG C5 JG C5 5:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢JG｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 ＪＧ F05:50 JG F05 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢JG｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

5 JG G05:5 JG G5 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢JG｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 KB CD5 CD5 裸錠 黄 有 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 抗不安剤 9807中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 KB SP 5 SP5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄｶﾌﾟｾﾙ5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ固
溶体

0011中止 9612ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 KB TE5 裸錠 白 有 ﾃﾗﾅｽ錠5 塩酸ﾛﾒﾘｼﾞﾝ 5mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 片頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ 990507収載 ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 KCI 5 KCI5 500mg:500mg 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠500mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 500mg 協和化学工業･日本新
薬，ｼｵｴ製薬，ﾏｲﾗﾝ製
薬，丸石製薬，健栄製薬

制酸･緩下剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴ

5 糖衣錠 黄 無 ｹｰｼﾞｵﾝ糖衣錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 92頃中止
5 裸錠 白 無 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠5mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和 5mg ｷｯｾｲ薬品工業 速効型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進 040423収載
5 MKC 091:5 MKC091 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾙﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 血管拡張性β 1遮断剤 1010製造販売元変更(前:

田辺三菱製薬)
5 M221 KN-5 裸錠 白～淡黄 有 ｺﾘﾈﾙｼﾞﾝ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 模範薬品研究所 平滑筋鎮痙剤 9302中止
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5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾒﾘﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｷｯｾｲ薬品工業 切迫流･早産治療剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ｳﾃﾒﾘﾝ），ﾋｰﾄ変

5 KWP05 KWP-05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/透明 ｱﾙｾﾁﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 解熱鎮痛消炎剤 9012中止
5 KW TAN:5 5:KW372 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠

5mg｢ｱﾒﾙ｣
ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

5 EISAI KY005 EISAI KY005 裸錠 淡黄 有 ｹｰﾜﾝ錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｹｰﾜﾝ錠)
0212ﾋｰﾄ商品名記載（ｶﾀ

5 KY 05 NS250 裸錠 微黄～淡黄 無 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢科薬｣250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 科薬 合成抗菌剤 8909中止
5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｹｲﾂｰｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK2製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
5 RJ LAC-5:COX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｸﾊﾟﾝ錠5 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾒｸﾄ 消化管鎮痙剤 9810中止 9503製造販売

再開 90中止
5 LC5 ZE04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｶｼﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業 持続性高血圧治療剤 0104中止 940708収載
5 CG 215 LIO5:CG 215 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9802ﾋｰﾄ

裏変更(LIO5削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 L L 5mg LL:5mg 裸錠 白 有 ﾚｯﾄﾘｯﾄ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 寿製薬 高血圧･不整脈用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚｯﾄﾘｯﾄ錠)

5 裸錠 微黄～淡黄 無 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠5mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 5mg(ﾎﾘﾅｰﾄ
として)

ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 抗葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

5 LM μ
μ g

裸錠 白 無 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
020705収載

5 裸錠(蝶型) 白 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
5 YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg 山之内製薬 精神安定剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9908ﾋｰﾄ

変更(SP->PTP)
5 裸錠 白 有 ﾏｽﾌﾟﾚｽ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 低血圧症治療剤 9903中止 9604社名変更
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞﾁﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9902中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710
5 ME5 ME5 500μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500μ g｢DK｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大興製薬-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤 101119収載
5 MEO-5:KI-1174 糖衣錠 淡緑 無 ﾒﾄﾅｽ錠5mg ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾒｸﾄ 抗不安剤 98中止
5 T A MES-5 裸錠 白 有 ﾒｽﾄﾗﾓﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｴﾑｴﾌ β ﾌﾞﾛｯｶｰ 95中止
5 MK 05 MK05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 ﾋｰﾄ商品名表→裏

000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 MK 05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
5 5 KL150 5 KL-150:ML-5 裸錠 淡橙 無 ﾏﾙﾐﾝ錠5 ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 不眠症治療剤 9104中止
5 裸錠 白 有 ﾏｰﾚｽ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･頻脈治療剤 0505中止 0301ﾋｰﾄ変更
5 MS 005

2.5mg:2.5mg
裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢明
治｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

明治製菓 持続性Ca拮抗薬 091113収載

5 MS F05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗｷｻｰﾄ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 頻尿治療剤 9012中止
5 MS M-05  MS M-05

200mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ﾒﾃﾞ
ﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

5 MS P-05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

250mg，
250mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

9202中止

5 MS W05 MS WDM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝ錠 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
5 N5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 S-ｶﾙｼﾞｰ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 日新製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環障害改善剤 03頃ﾋｰﾄNS268削除
5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｴﾅﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ(5mg) ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本新薬 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ製剤 9802中止
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製

薬
H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

5 N 5 裸錠 白 有 ﾆﾄﾙﾋﾞﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大洋薬品工業 狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711頃迄)
0403ﾋｰﾄ変更

5 N 5 裸錠 白 有 ﾆﾄﾙﾋﾞﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大洋薬品工業 狭心症治療剤 1103中止 0711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更
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5 5mg:AstraZeneca
ZNC220-N5

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

5 n 005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ錠50「日医
工」

塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 日医工 精神活動改善・ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0707本体ｺｰﾄﾞ追加 0507
発売

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ安中散ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

5 NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 0812商品名変更(前:ﾚｽﾄ
ﾏｰﾄN錠)

5 NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧品名(0812ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠
5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

5 NC M5 NCM5:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 NCP EA NCPEA 5mg:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ

ﾌｧｰﾏ
持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 NCP EC NCPEC 5mg:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 ND 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 ND 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ H2受容体拮抗剤 0808中止 0806製造販売

元変更(前:日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬) 0302ｺｰﾄﾞ変更

5 糖衣錠 微黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠5mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0202本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

5 糖衣錠 淡紅赤 無 ﾉﾌﾞﾘｳﾑ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9311中止
5 5:PT N02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N02追加
5 NPI P5 NPI-P5 5mg：NPI-P5 5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
1102ﾋｰﾄ裏記号追加等

5 EISAI NQ005 5mg:5 EISAI NQ005 裸錠 黄～橙黄 無 ﾉｲｷﾉﾝ錠5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9706ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾉｲｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲｷﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表記号(5mg)追加

5 裸錠 白 無 ﾆﾄﾛｰﾙ錠5mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg ｴｰｻﾞｲ 狭心症治療剤 0706商品名変更(前:ﾆﾄ
ﾛｰﾙ錠) 舌下錠(狭心症
発作時)

5 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ錠(5mg) ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 0302SP→PTP ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 NR5 裸錠 白 有 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選
択性阻害剤

0409中止

5 NS:5 NS 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｸﾜｰﾙ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日新製薬・第一三共ｴｽ 脳循環･代謝改善剤 1012本体ｺｰﾄﾞ5追加
5 N SS05 裸錠 白 有 ｼﾐﾅﾝS ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日清製薬 降圧剤 9305中止
5 n NT5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 970711収載
5 NTR 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0205

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

5 NTR 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾄﾉｰﾙ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ

ﾝ錯化合物
5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 胃潰瘍治療剤 0012中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96社
名，色変更

5 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠 ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 5mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0008中止 9809ﾋｰﾄ変更
(5NV削除)

5 NV5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微帯黄白 有 ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ
5 NVR:5 5mg:NVR5 5mg 裸錠(長円形) 白～微黄白 無 ｱﾌｨﾆﾄｰﾙ錠5mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤(mTOR阻

害剤)
100416収載
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5 NVR EA 5mg NVR EA 5mg：5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾅﾎﾞﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ﾄﾛﾋﾟｾﾄﾛﾝ 5mg（ﾄﾛﾋﾟｾﾄ
ﾛﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-協和発酵
ｷﾘﾝ

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0810販売元社名変更，合
併に伴い(前:協和発酵工
業) 0706ｺｰﾄﾞ変更

5 NY 313 NY313 5mg:5mg 糖衣錠 白～黄み白 無 ｶﾁｰﾌN錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 日本製薬-武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾁｰﾌN錠，
5mgと10mgが同じ品名

5 裸錠(楕円形) 白 無 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更

5 KW AM5:OD 5 OD5:KW AM5 OD5 OD5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

5 NPI 119:5 NPI-119 OD 5:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

5 OG:15 OG15 Otsuka 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾐｹﾗﾝ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大塚製薬 β -ﾌﾞﾛｯｶｰ 0112ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載

5 OH 75 OH-75 5:OH-75 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳｲﾝｸﾙ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 OH-UDH-5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾎｸｴｲ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 大原薬品工業 代謝性強心剤 9403中止
5 O.S PL･F O.S-PL･F 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢ﾃｲｺｸ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高血圧･狭心症・頻脈治

療剤
0909中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

5 5-OX 糖衣錠 白 無 5-ｵｷｼﾝ錠 ｱﾝﾄﾗﾆﾙ酸､ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ
酸

4mg，10mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 緑内障時の視機能保持 0506中止 9711ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 OY 5 OY-2146 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5･OY ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医
工

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0611中止 000707収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 裸錠 薄橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0909ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
裏→表等)

5 裸錠 薄橙 有 ﾏｲｽﾀﾝ錠5mg ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ 5mg 大日本住友製薬･ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

抗てんかん剤 03頃ﾋｰﾄ変更 000502収
載，ﾋｰﾄ商品名記載(表:ｶ
ﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

5 P D 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 高血圧・狭心症・頻脈治
療剤

1004中止 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更

5 Pfizer D05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
5 PI 5 PI212SV 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ｼﾝｶ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 進化製薬 高血圧･不整脈治療剤 9603中止
5 Th 261 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢BMT｣5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 高血圧･不整脈用剤 92中止
5 PM5 糖衣錠 淡青 無 ﾊﾟﾑﾈｰｽ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東邦新薬 抗不安剤 中止
5 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾒﾁﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 山之内製薬 消化器機能異常改善剤 0105中止 9709ﾋｰﾄ裏変
5 CY:PMB5 SCHERING 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾓﾎﾞﾗﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾃﾉﾛﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0204ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9601ﾋｰﾄ

5 P D PND-5 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 交感神経β -受容体遮断
剤

旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9610本体
変更(旧:TA) 95本体刻印

5 PRD 5mg 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 日本ﾍｷｻﾙ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0210中止 9706ｺｰﾄﾞ化，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
5 Sc 278 Sc278 PRE5 ：5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5ｍｇ｢三和｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三和化学研究所 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0512商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ

ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三研｣)に伴い，
0602本体ｺｰﾄﾞ記載
0305SP→PTP 9706ﾋｰﾄ
変更

5 JUNSEI PREDNISOLONE
5mg

裸錠 白 有 ｢純生｣ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 純生薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0502頃中止

5 PS:5 PS5:PS 5 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｼｯﾄ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 海外製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 98中止 900713収載
5 1.5:PT B05 BRT1.5 B05 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9805中止
5 PT N05:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
101119収載

5 PTR-5 裸錠 白 有 ﾋﾟﾁｵﾛｰﾙ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 鶴原製薬 高血圧･不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
5 C-22B 5 RES5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
5 REV 5mg 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ水和物 5mg(ﾚﾅﾘﾄﾞﾐ

ﾄﾞとして)
ｾﾙｼﾞｰﾝ 抗造血器悪性腫瘍剤 100716収載
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5 M905 RL-5 裸錠 黄 有 ﾘﾘﾊﾞｰ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 模範薬品研究所 抗不安剤 9302中止
5 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 抗不安剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
5 ROCHE 5 裸錠 淡黄赤 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠5 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9411まで)
5 ROCHE 5 裸錠 淡黄赤 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠5 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

153）削除 0210製造元変
更 9412ﾋｰﾄ変更

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗｼﾞｪﾝ錠5mg 塩酸ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 5mg キッセイ薬品工業 口腔乾燥症状改善薬 050916収載
5 S 5 SW-NE 裸錠 白 有 ﾈﾙﾒｰﾄ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 睡眠誘発剤，抗痙攣剤 9409中止
5 5 SAM5 5 裸錠(楕円形) 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
ｻﾝﾄﾞ 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
080704収載

5 SANKYO 231 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-
CoA還元酵素阻害剤)

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠)

5 SAO 5:5 SAO5 5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｻﾝﾄﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

5 C-11A 5 C-11A・5：5 裸錠 黄 有 ｿﾅｺﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0210ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ記載等 0103ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC5削

5 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠5 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1103中止
5 SG-05T 3錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ安中散料ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 0008分包商品名記載
5 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 990709収

5 TYK241 SIB5:5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更
02ﾋｰﾄ変更

5 C-21F 5 C-21F・5:5 裸錠 白 有 ｼｸﾞﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 中外製薬 狭心症治療剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 9705ﾋｰﾄ記号(SIG5)
削除，裏商品名記載(ｶﾀｶ

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ
化 951124収載

5 SJ 5 SJ5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾍﾏﾄﾆｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 幸和製薬 脳循環代謝改善剤 96中止 9604社名変更
9508変更

5 SL5 SL5 裸錠 薄桃 有 ｾﾘｰｽ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ACE阻害剤

5 5 KL160:5 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠5mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠5)

5 KB SP 5 SP5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄｶﾌﾟｾﾙ5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ固
溶体

0011中止 9612ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 CG 126 SPD5:CG 126 SPD5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｷｯｾｲ薬
品工業

Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 950317
収載

5 SPI 005 SPI005 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾒｽﾞｻｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 新日本薬品 不整脈治療剤 03中止 0004販売
5 SQT-5 裸錠 黄～橙黄 無 ｿﾗﾈｷﾉﾝ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 長生堂製薬 代謝性強心剤 8905中止
5 EISAI SR005 5mg:5mg EISAI SR005 裸錠 微褐帯白 無 ｽﾄﾛｶｲﾝ錠5mg ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消化管粘膜局麻剤 0802ﾋｰﾄ表5mg追加

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾄﾛｶｲﾝ錠)

5 SUN5 裸錠 白 有 ｻﾝｼﾞｵｰﾙ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 三和化学研究所 高血圧･不整脈治療剤 9612中止
5 SW AN5:5 SW-AN5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 高血

圧･狭心症治療剤
080704収載

5 SW-913 5:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾛﾆｸｽS-5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ5mg｢ｻﾜｲ｣に変更)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AXS5)
削除

5 SW C5:5 SW-C5 5mg:5 mg 裸錠 黄白 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
5 SW CTR 5 SW-CTR5 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｻﾜ

ｲ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

5 5 SW-DA 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 9409中止
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5 SW E5:5 SW-E5:5 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 SWES 5 SW-ES5:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

5 SW 390 SW-390 5:5mg 糖衣錠 白 無 ｲｿｸﾘﾝ糖衣錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-IS5)削除 900713収
載

5 SW LT5：5 SW -LT5 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｱｳﾄ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

040709収載

5 SW MX5:5 SW-MX5:5 mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
5 SW RP5 SW-RP5:1mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 沢井製薬 抗精神病剤 090515収載

5 SW-392:SW-SED5 糖衣錠 淡青緑 無 ｾﾃﾞﾊﾟﾑ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 89中止
5 SWTDS 5 SW-TDS5:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠

5mg｢ｻﾜｲ｣
ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安剤 080704収載

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾁｰﾑ5 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

5 TA 130:5 裸錠 白 無 ｶﾙｸﾞｰﾄ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 田辺三菱製薬 心機能改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

5 TA 135:5 裸錠 白 有 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0205ﾋｰﾄ変更

5 TA 132:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾘｵﾝ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 5mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘｵﾝ錠5)
0710社名変更（前：田辺

5 TA 004 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 5mg 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9304中止
5 TA 005 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠(25mg) ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg（塩酸ﾁ

ｱﾐﾝとして）
田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

5 TA 202 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 田辺三菱製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0710社名変更（前：田辺
製薬）

5 TBP396 TBP396 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ｳﾃﾞｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 中止
5 TBP 265 TBP265 5mg 裸錠 黄橙 無 ｳﾃﾞｷﾉﾝ錠5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 0012中止
5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛｰﾘﾎｰﾑ250 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症治療剤 中止
5 TC 5 5mg:5mg TC5 裸錠 白 有 ｼﾞｱﾊﾟｯｸｽ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大鵬薬品工業 鎮静･抗不安剤 9708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化，裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
5 t C5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 大洋薬品工業･ﾎｽﾋﾟｰﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ
前立腺癌治療剤 090515収載

5 TC 21:5 5mg:5mg TC21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝ錠5 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 5mg 大鵬薬品工業 H2受容体拮抗剤 0503ﾋｰﾄ変更
5 TDN5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄褐半透
明

ﾁｵﾃﾞﾛﾝ5mg ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg 塩野義製薬 腎性貧血用剤･抗乳腺腫
瘍剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄)

5 PT T01 裸錠 白 無 ﾃﾘﾏｹﾞﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 胃粘膜麻酔剤 9805中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 TG 05 TG-05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ﾂﾑﾗ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 94中止 920710収載
5 TG 005 TG005 1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ﾀ

ﾅﾍﾞ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

5 TMX C5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾃｲ
ｺｸ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0912中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
070706収載

5 Tw:731 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

5 Tw 305 糖衣錠 白 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 精神神経用剤 0702中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾀﾞ
ｾﾞﾊﾟﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣)

5 TO YO:5 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
5 TR 5：☆ORGANON ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ21 ﾃﾞｿｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽ

ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
0.15mg，
0.03mg

MSD 経口避妊剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) ﾏｰﾍﾞ
ﾛﾝ28(成分含有製剤，白
色)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
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5 TR 5：☆ORGANON ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 ﾃﾞｿｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.15mg，
0.03mg

MSD 経口避妊剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) ﾏｰﾍﾞ
ﾛﾝ21と本体ｺｰﾄﾞ同じ ﾌﾟﾗ
ｾﾎﾞはｺｰﾄﾞKH 2:☆
ORGANON，緑色

5 TSU005 15mg：15mg 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾏﾘ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 鶴原製薬 鎮咳剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾏﾘ錠)

5 TSU461 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｵﾘｰｾﾞ錠5mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 鶴原製薬 精神安定剤 920710収載
5 Tu 005 Tu NR-005 裸錠(楕円形) 白 有 ﾈﾙﾛﾚﾝ錠｢5｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 催眠鎮静剤
5 Tu EC-005 5mg 裸錠 淡黄 有 ｴﾎｸﾛﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 辰巳化学 低血圧用剤 0705中止
5 Tu FAD-5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢5｣ﾀﾂﾐ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 96中止
5 Tu GT Tu GT-005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｹﾞﾙﾄﾗﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 辰巳化学 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
5 Tu-HA 05 Tu HA-05 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾄﾞﾄﾞﾘﾝ錠｢5｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 辰巳化学 消化管運動改善剤 960705収載
5 Tu KN Tu KN-005 裸錠 白～微黄白 無 ｶﾙﾉﾉﾝ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 辰巳化学 β -ﾌﾞﾛｯｶｰ 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾙﾉﾉﾝ錠)
5 Tu KT-005 裸錠 白 有 ｶﾙﾃｲﾝ錠｢5｣ 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg 辰巳化学 気管支拡張剤 9212中止
5 Tu L05 Tu LT-05 糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾗｰｾﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 辰巳化学 持続型血管拡張降圧剤 01頃中止 980710収載
5 Tu-LK 005 Tu LK-005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚｷｻﾋﾞﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 切迫流・早産治療剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
5 Tu-MH 05 TuMH-05 5:TuMH-05 裸錠 黄白 有 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5｢ﾀﾂﾐ｣ 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 辰巳化学 持続性Ca拮抗降圧剤 0908中止 060707収載
5 Tu ON-005 裸錠 白 有 ｵｽﾉﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧･狭心症・頻脈治

療剤
1005日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
0908辰巳化学中止
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｽﾉﾝ錠)

5 Tu-SA 05 Tu SA-05:Tu SA-05 裸錠 薄桃 有 ｽﾊﾟｼｵｰﾙ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 辰巳化学 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載

5 Tu-SE 05 Tu SE-05 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾌｧﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 辰巳化学 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
5 Tu-SE 05 Tu SE-05 5:Tu SE-05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾌｧﾐﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 辰巳化学 脳循環･代謝改善剤 0806商品名変更(前:ｾﾙ

ﾌｧﾐﾝN錠)
5 Tu-TJ 05 TuTJ-05 5:TuTJ-05 5mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾀﾂｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 辰巳化学 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
030704収載

5 Tu-TM 05 Tu TM-05 5mg：Tu TM-
05 5mg

裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾀﾂﾓｰﾙ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 040709収載

5 Tu-TP 05 TuTP-05:TuTP-05 5mg 裸錠 白 無 ﾀﾂﾌﾟﾗﾐﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

1101ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
0904ｱｲﾛﾑ製薬中止

5 Tu-TZ 005：0.5 Tu TZ-005:Tu TZ-005
0.5mg

裸錠 白 無 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして）

辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 060707収載

5 Tw 005：20 Tw005 20mg：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧薬 040709収載
5 Tw CE TwCE 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙｺﾞﾁﾝS錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東和薬品 脳循環･代謝改善剤 旧品名(061208迄)，商品

名変更に伴い(新:ﾆｾﾙｺﾞﾘ
ﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣) 東和のｾ
ﾙｺﾞﾁﾝ錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ，中止)
とｺｰﾄﾞ同じ

5 Tw CE Tw CE 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙｺﾞﾁﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東和薬品 脳循環･代謝改善剤 9806中止 東和のｾﾙｺﾞﾁﾝ
S錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ)とｺｰﾄﾞ同じ

5 Tw CE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東和薬品 脳循環･代謝改善剤 東和のｾﾙｺﾞﾁﾝ錠(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

5 Tw DP5 Tw.DP5 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 抗不安剤
5 Tw LO TwLO 5mg:5mg 糖衣錠 白 無 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 心身安定剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾐﾆｱﾝ錠5)
5 Tw LO Tw LO 5mg 糖衣錠 白 無 ﾛﾐﾆｱﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 心身安定剤 旧品名(080620ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟ

ﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
960705収載

5 Tw 305 糖衣錠 白 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 精神神経用剤 0702中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾀﾞ
ｾﾞﾊﾟﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣)

5 Tw NT Tw.NT 5mg 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠
「ﾄｰﾜ｣)
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5 Tw.OZ5 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠5｢ﾄｰﾜ｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 東和薬品 抗不安剤 93中止
5 P.S Tw.P.S 5mg:5mg 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 東和薬品 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0612商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ

ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣)
5 Tw.Q5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾗｻﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ･5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東和薬品 代謝性強心剤 94中止
5 Tw TG 裸錠 白 無 ﾁｵｸﾞｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 β -遮断剤

加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾁｵｸﾞｰﾙ錠)

5 TYK05 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲ･ｱﾘﾝﾋﾞﾀｰ錠 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 大蔵製薬-大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9508中止 9303製造元変
更

5 TYK 178 TYK178 5 糖衣錠 白 無 ﾆﾗﾀｯｸ錠5mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大正薬品工業 心身安定剤 0907中止 0503本体ｺｰﾄﾞ
追加

5 TSYK T.Y.K. 5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(TYK) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大正薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9504中止
5 TYK B-5 TYK283 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞｲﾆﾛｰﾄﾞ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗剤
5 5 TY05NF 5:TOYOBO 二層錠(長円 淡紅/白 有 ﾆﾄﾛﾌｨｯｸｽ5 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg 東洋紡績-ｷｯｾｲ薬品工 徐放性狭心症治療剤 0501中止 940415収載
5 TZ:159 TZ159 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾃｵﾆﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg あすか製薬-武田薬品工

業
切迫流・早産治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾙﾃｵﾆﾝ錠)，
ﾋｰﾄ若干変更

5 ALC:UPJOHN U005 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄半透明 ｱﾛｶ ｵﾙﾉﾌﾟﾛｽﾁﾙ 2.5μ g ﾌｧｲｻﾞｰ 胃潰瘍治療剤 0610中止 0304社名変更
（統合に伴い） 9609社名
変更 9310ﾋｰﾄ変更

5 UC 5 UC211SV 裸錠 黄 無 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠SV5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 進化製薬 代謝性強心剤 9603中止
5 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾛｼﾞﾝ2 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 中止
5 SD312 VITAMIN K1-5 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠｢昭和｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 昭和薬品化工 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9110中止
5 IC-422:VK5 糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠5 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｲｾｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 98ﾋｰﾄ表変更
5 VRG5mg 裸錠 白 有 ﾋﾞﾘﾝｶﾞﾙ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｲｾｲ 高血圧･不整脈治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾘﾝｶﾞﾙ5)
5 EISAI WF005:5 裸錠 帯赤橙 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
5 WL5 WL5 裸錠 白 有 ｳｪﾙﾋﾞｰ錠5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ｻﾝﾄﾞ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
5 Y AD05 Y-AD05：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾞﾋﾞｵｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾌｪﾄﾛｰﾙ 5mg 田辺三菱製薬 β -受容体遮断剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾄﾞﾋﾞｵｰﾙ錠)
5 Y AP05:5 Y-AP05 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾊﾟﾐﾝ錠5mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 精神神経安定剤 0206中止
5 Y BL5 Y-BL5 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞｲﾛﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 田辺三菱製薬 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
5 Y CA:5 Y-CA5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠5mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 5mg 田辺三菱製薬 組織ACE阻害型降圧剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
5 Y CA:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠5mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 5mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
5 YD005 裸錠 白 無 ﾖｳﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 陽進堂 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
0809中止

5 5 YD018 裸錠 黄 有 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠5｢ﾖｳｼﾝ｣ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 陽進堂 循環増強剤 0506中止
5 Y HB5 Y-HB5 5mg：5mg 糖衣錠 橙 無 ﾋﾍﾞﾙﾅ糖衣錠5mg 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 5mg 田辺三菱製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載など

5 R 151 Y-HIR5 5:Y-HIR5 R151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業-ﾄﾐｼﾞｪｯ
ｸ吉富

脳循環･代謝改善剤 9806中止 日本薬品工業
のﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ)の旧ｺｰﾄﾞと本体ｺｰﾄﾞ

5 Y LE05 Y-LE05 裸錠 白 有 ﾚｱﾉｰﾙ錠 硫酸ﾍｷｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 0.5mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ､吉富薬品

気管支拡張剤 0201中止 9807製造元変
更(ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞより)

5 Y LV5:5 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0505ﾋｰﾄ変更
010706収載(商品名の変
更 前:ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠)
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5 T w:117 Y-NIK5:Tw117 5mg 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 東和薬品-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

狭心症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 070615収載
(商品名変更に伴い，前:ﾆ
ｺﾗﾝﾏｰﾄ錠) 東和のものと
ﾋｰﾄ異なる

5 5 KL072 耳:YOHSAN5 裸錠 黄～黄橙 無 葉酸錠｢ｺﾀﾞﾏ｣5 葉酸 5mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 葉酸製剤 9311中止
5 YO MG5 YO MG5 300mg:YO MG5

300mg
裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠300mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 300mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 080704収載

5 Y:PS 05 Y-PS05 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｿﾄﾐﾝ糖衣錠(5) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 吉富製薬 精神神経安定剤 0001中止
5 Y R05:0.5 0.5mg:Y-R05 0.5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
抗精神病剤 080704収載

5 Y RZ5 Y-RZ5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰｾﾞ錠5mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 田辺三菱製薬 心身安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0210ﾋｰﾄ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ

5 Y RZ:5 Y-RZ5 5 糖衣錠 白 無 ﾘｰｾﾞ糖衣錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 吉富製薬 心身安定剤 9807中止
5 Y TF5 Y-TF5 糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ糖衣錠｢ﾖｼﾄ

ﾐ｣(5)
ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg（ﾄﾘﾌﾛﾍﾟ

ﾗｼﾞﾝとして）
田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0307ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

5 ICI 201:5 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

5 LC15 ZE05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｶｼﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 全星薬品工業 持続性高血圧治療剤 0104中止 940708収載
5 ZNC 201:5 5mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 9311変

更(社名変更により)
5 622

GlaxoSmithKline
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･

ｽﾐｽｸﾗｲﾝ
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

5 622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤 に伴い，前:第一製薬)

5 ｲﾘﾎﾞｰ 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾘﾎﾞｰ錠5μ g 塩酸ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 5μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 下痢型過敏性腸症候群
治療剤

080912収載

5 ﾁﾜﾝ 5mg SW-346 SW-346 5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 沢井製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ﾄｰﾜ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg｢ﾄｰ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東和薬品 代謝性強心剤 101119収載
5 裸錠 白 有 ｲﾉｽｺ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 9908中止 9009変更
5 裸錠 微黄白～帯

黄白
有 ｱﾚｷﾞｻｰﾙ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 田辺三菱製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
5 裸錠 薄橙 無 ｴﾘﾐﾝ錠5mg ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大日本住友製薬 不眠症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾘﾐﾝ錠5)
5 裸錠 薄橙 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止
5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/淡黄 ﾅｰｼｽｶﾌﾟｾﾙ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬 抗不安剤 9007中止 ﾅｰｼｽ錠5と本

体ｺｰﾄﾞ同じ
5 糖衣錠 淡青緑 無 ﾅｰｼｽ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬 抗不安剤 9609中止 ﾅｰｼｽｶﾌﾟｾﾙ5

と本体ｺｰﾄﾞ同じ
5 裸錠 白 有 ｳｲﾝｽﾄﾛｰﾙ ｽﾀﾉｿﾞﾛｰﾙ 2mg 山之内製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ製剤 0208中止
5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-大正富山

医薬品
脳循環･代謝改善剤 0708ﾋｰﾄ若干変更

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰﾄ異な

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘﾌﾀｰ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心身安定剤 1007ﾋｰﾄ若干変更 0906
製造販売元社名変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

5 糖衣錠 薄赤紫 無 ｾﾌｧﾙﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾁｵﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ

5mg 塩野義製薬 神経安定剤 9504中止

5 糖衣錠 極薄赤橙 無 ﾋﾟﾚﾁｱ錠(5mg) 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
剤

0111本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

108 / 332 ページ



5 5 SANKYO 106 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠5 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

5 SANKYO 128:5 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠5mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 睡眠導入剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

5 SANKYO 116:5 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共) 010907
収載(商品名の変更 前:ﾈ
ﾙﾎﾞﾝ錠)

5 SANKYO 220:5 裸錠 白 無 ﾌﾞｸﾏﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞｸﾓﾛｰﾙ 5mg 三共 不整脈･狭心症治療剤 01春頃中止予定
5 KN 202 KN202 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｺﾊﾞﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
5 裸錠 白 無 5mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
5 糖衣錠 白 無 5mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 5mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤
5 糖衣錠 白～帯黄白 無 5mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
5 裸錠 淡黄～淡橙 有 5mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
5 裸錠 黄白 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠5 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0106ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白～帯黄白 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ5mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

5 LEVITRA 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠5mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

5mg（ﾊﾞﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載

5 K 11 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ｺｰﾄﾞ(1005迄) 000707
収載 小林化工とﾋｰﾄ異な

6 OG 71 OG71 6mg:6mg 裸錠 白 無 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 6mg 大塚製薬 抗精神病薬 060601収載
6 裸錠 白 有 ｺﾝﾍﾞﾙﾐﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 眩暈治療剤 1010中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

6 144 糖衣錠（徐放
性）

白 無 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR

6 TSU 562 TSU562 6mg:6mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘｱﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ めまい・平衡障害治療剤 1004本体ｺｰﾄﾞ追加
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘｱﾝ錠)

6 SW 962 SW-962 6mg：6mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠6 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1105ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ
ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)

6 PH 119:6 PH119 6mg：6mg 裸錠 白 有 ﾐﾀﾎﾟｯﾌﾟ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ めまい・平衡障害治療剤 0912中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾐﾀ
ﾎﾟｯﾌﾟ6)

6 TYK54 6mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1101ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
0603ﾋｰﾄ若干変更(商品
名変更に伴い)

6 裸錠 白 無 ﾒﾆｴﾄｰﾙ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大洋薬品工業 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆｴﾄｰﾙ)
0101ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9712本体，ﾋｰﾄ変更
7609収載

6 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-第一製薬

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0501中止(0412錠販売)
0203ﾋｰﾄ変更 010202収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

6 M06:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0406中止(0412錠販売)
0406第一製薬の単独販
売，ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰは製造の
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6 KW 831:6 KW831 6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業-大日本住
友製薬

抗精神病剤 0601共和薬品工業と同じ
ﾋｰﾄに 0504本体刻印若
干大きく 9705ﾋｰﾄ変更

6 CH-6A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾚﾝﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0906日医工中止 0807販
売元変更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸ
ｽ)

6 ARE ARE 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｻﾝﾄﾞ 利尿剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 0006製造元･
本体･ﾋｰﾄ変更

6 ARE6 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9710ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

6 BMD 6:2 BMD6 2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
BMD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

6 6 BM116SV 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 進化製薬 抗めまい剤 9603中止
6 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児

用｢CH｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

6 CH6 裸錠(六角形) 黄 有 ｽｸﾘﾉｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 長生堂製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0701中止
6 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｧﾚｯｸｽRｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0012中止 9811ﾋｰﾄ変更
6 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
6 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

6
60

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載表→裏等)

6 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙR錠6mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 6mg ｴｰｻﾞｲ α 1遮断降圧剤 9505ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

6 EE 06 EE06：10 裸錠 白 有 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢EMEC｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 消化管運動改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

6 EK 06 225mg EK06:225 EK06 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 225mg 小林化工-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

6 EK 06 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 225mg 小林化工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲとﾋｰﾄ異なる

6 EKT-6 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ十味敗毒湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ十味敗毒湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

6 FJ06:250mg 糖衣錠 白 有 ｱｽｿﾞｰﾙ錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｿﾞｰﾙ錠)
0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

6 FS N06 FS-N06 裸錠 白 有 ﾈｸﾀﾘｽ錠50mg ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 9301中止
6 裸錠 白 有 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠6 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 6mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（裏ｺｰﾄﾞ Ｈ・

Ｄ6削除） 9705ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 900601収

6 HPC 006 HPC006 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻｷｵﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 原沢製薬工業-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

消化管運動調律剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｷｵﾝ錠)

6 HT 6F HT6F 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｼﾞﾗﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 堀田薬品合成 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9505中止 9310本体ｺｰﾄﾞ
化 920710収載

6 HT6K HT6K 裸錠 白 無 ｼﾞﾙｺﾞﾀｰﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 堀田薬品合成 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

9503中止

6 HT6R 糖衣錠 黄 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾎﾘﾀ｣
30mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 堀田薬品合成 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9410中止

6 HT6T 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾁｰﾄ100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 堀田薬品合成 解毒剤 9503中止
6 HYZ:06 HYZ06 裸錠 白 無 ｱﾌﾟｼﾗｼﾞﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0111販売　980710収載

6 KI 1165 ISN-6:KI-1165 裸錠 白 無 ｲｾﾅﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ﾒｸﾄ めまい･平衡障害治療剤 98中止

110 / 332 ページ



6 JG E06:2.5 JG E06 2.5:2.5 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

6 KH 006 KH006 50mg:KH006 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 5-FU錠50協和 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗悪性腫瘍剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

6 KW 831:6 KW831 6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0709大日本住友中止
0601大日本住友製薬も
同じﾋｰﾄに 0504頃本体刻
印若干大きく

6 TROCHE･KY･06 BCT ﾄﾛｰﾁ 白 ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ･ﾄﾛｰﾁ ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ(外) 250単位 科薬 口腔用剤 0403中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

6 裸錠 白 有 ﾗｷｿﾅﾘﾝ錠 酢酸ﾋﾞｿｷｻﾁﾝ 60mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 緩下剤 9410中止 8908本体変更
6 KW 831:6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業-大日本製

薬
抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販

売
6 裸錠 白 無 ﾒﾙﾍﾞｽﾁﾝ ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 めまい･平衡障害治療剤 9902中止 9604社名変更
6 MK 06 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林化工-明治製菓 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
030704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

6 MK 06 MK06 5mg:5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

030704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

6 裸錠 白 無 ﾒｼﾞﾅﾘｽｸ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ めまい･平衡障害治療剤 8906中止
6 MS 006:5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢明

治｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
明治製菓 持続性Ca拮抗薬 091113収載

6 SW 900 SW-900 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾛﾄﾝ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 沢井製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

6 MS C-06  MS C-06
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
明治｣

ｻｲｸﾛｾﾘﾝ 250mg 明治製菓 抗結核性抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ明治)

6 MS M-06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9212中止

6 MS T06 MS TL 裸錠 白 有 ﾄﾙｼﾗﾝ錠 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 明治製菓 血糖降下剤 9212中止
6 MWT-006 0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大

正
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0106中止 0008販売

6 N6 裸錠 白 無 ｿﾌﾟﾚﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 日新製薬 狭心症治療用ISMN製剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ
6 6 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 進化製薬-日本医薬品工

業
抗めまい剤 9603中止

6 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大蔵製薬 循環障害改善剤 9206中止
6 O.S MA06 O.S-MA06 6mg:6mg 裸錠 白 無 ﾒﾆｴｰｽ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 めまい･平衡障害治療剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

6 P6:0.125mg 裸錠 白 無 ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠0.125mg 塩酸ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ水和
物

0.125mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
治療剤，ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症
候群治療剤

031212収載

6 PAL6 PAL6 錠剤(放出制御
型)

淡褐 無 ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠6mg ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 6mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 101210収載

6 Pfizer D06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
6 裸錠(楕円形) 淡桃～桃 有 ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠6mg 酢酸ﾊﾟﾗﾒﾀｿﾞﾝ 6mg 田辺製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9604中止 8903変更
6 2:PT B06 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
6 PT N06:10

mg OD
裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

6 RF6 RF6 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 日本ﾘﾒﾌ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 99中止 940708収載
6 Th 192:6 Th192 ROP6 6:ROP6 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 940708収載
6 M･S･ TROCHE・ ﾄﾛｰﾁ 青 SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣ 塩化ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ(外) 0.25mg 明治製菓 口腔用剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:SPﾄﾛｰﾁ明治)
明治の複合ﾄﾛｰﾁ明治(中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

6 SPI 006 SPI006 裸錠 白 無 ﾒｽﾞｻﾋﾞﾄﾞ錠5 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg 新日本薬品 血管拡張剤 03中止 0004販売
6 SW 962 SW-962 6mg：6mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠6 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1105ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ

ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)
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6 SW RP6 SW-RP6:2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 沢井製薬 抗精神病剤 090515収載

6 TA 006 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠(50mg) ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 50mg 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9304中止
6 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛｰﾘﾎｰﾑ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症治療剤 中止
6 TG 006 TG006 2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀ

ﾅﾍﾞ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

6 Tu HW-006 糖衣錠 白 無 ﾋｼﾗｯﾌﾟ持効錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 辰巳化学 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 96中止
6 Tu-SZ 006 Tu SZ-006 6mg 裸錠 白 有 ｽｽﾞﾄﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 辰巳化学 めまい剤・平衡障害治療

剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｽﾞﾄﾛﾝ錠)
0608本体ｺｰﾄﾞ追加

6 Tw 006：2 Tw 006 2mg：2mg 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝｼｰﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 東和薬品 持続性組織ACE阻害剤 050708収載
6 Tw M6 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 東和薬品 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･

6 Tw B10 Tw.VB6-P-10
耳:Tw.VB6-P-10

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

6 Tw B30 Tw.VB6-P-30
耳:Tw.VB6-P-30

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

6 TYK06 裸錠 淡青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大正薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 99中止
6 YD 006 裸錠 白 無 ﾖｳｼﾞﾒｰﾄ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 陽進堂 循環器官用剤 95中止
6 Y IP6:6 Y-IP6 6mg：6mg 裸錠 白 無 ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-田辺三菱製

薬
精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0410製造元
6 YT C6 YT-C6 0.5mg:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾞﾗﾝﾁﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東亜薬品-山之内製薬 精神安定剤 0212中止 0107ﾋｰﾄ変更

(裏BLT0.5削除等)
990709収載

6 ZE 06 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
6 ZP06 10 ZP06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｸｼﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg 塩酸ﾋﾟﾙﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 気管支拡張剤 9606中止 890601変更

6.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡赤 有 ﾈｼｰﾅ錠6.25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 6.25mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

7 YT-Z7 0.5μ g：0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｱﾙﾌｧｶﾞｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東亜薬品-山之内製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0212中止 0111販売
7 TA 007 糖衣錠 白 無 ｱﾛﾌﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 田辺三菱製薬 筋緊張性疾患治療剤 0710社名変更(前:田辺製

薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｱﾛﾌﾄ)

7 D7 TSU430 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾑﾅｯﾄ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 鶴原製薬 精神安定剤 0106本体記号追加
920710収載

7 BMD 7:4 BMD7 4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
BMD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

7 C7 C7 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢DK｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 大興製薬-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺癌治療剤 090515収載
7 KC-313 KC-313 KC-313:KC-313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌﾞﾝｲｰ･P配合ｶﾌﾟｾﾙ 科研製薬 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾌﾞﾝｲｰ･Pｶﾌﾟ
ｾﾙ)

7 CH7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵﾁﾄｼﾞﾝ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

長生堂製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9501中止 940708収載

7 CT 7:Organon ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ-三共 四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄) 0104製造
元変更 9709ﾋｰﾄ裏変更

7 CT 7:Organon CT7:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg MSD-第一三共 四環系抗うつ剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

7 DG 7:☆ORGANON DG7:1mg 裸錠 白 有 ｵﾊﾞﾎﾟｰｽﾞ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 0409中止 9701ﾋｰﾄ裏変
更(DG7削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

7 t E7 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 大洋薬品工業 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

7 EE 07:1 EE07 1mg：1 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1mg｢ ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 精神神経安定剤 1001中止
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7 EKT-7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 褐～暗褐 無 ｸﾗｼｴ八味地黄丸料ｴｷｽ
錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ八味地黄丸
料ｴｷｽ錠)，社名変更に

7 FJ 07 FJ07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾒﾄﾗｰｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 富士製薬工業 切迫流･早産治療剤 0712商品名変更(前:ﾘﾒﾄ
ﾗｰｸ錠) 0405本体刻印，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

7 FS A07 FS-A07 裸錠 白 有 ｱﾙｻｽ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ
ﾝとして）

扶桑薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0510中止

7 FS F07 FS-F07 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾗﾎﾞｽﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 扶桑薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0612中止 970711収載
7 FS V07 FS-V07 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠”ﾌｿｰ” ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 扶桑薬品工業 凝血性ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 0703中止 9912ﾋｰﾄ商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
7 GCI7 GC4870 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌﾗﾌﾛｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ﾐﾄﾞﾘ十字 抗悪性腫瘍剤 9109中止
7 GC K7 GC5070 裸錠 薄橙 有 ﾄﾗﾒﾄｰﾙ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 降圧利尿剤 9906中止 9806ﾋｰﾄ表記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

7 GC5270:GC5270 耳:GC
M7 50mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤 0012中止 9901ﾋｰﾄ変更

7 GK 7:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾊﾟｰｾﾘﾝ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg MSD 前立腺肥大症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

7 GSCL7:100 GS CL7 裸錠(角のとれ
た四角)

白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠100mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載

7 GX CJ7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
型)

白 無 ｴﾋﾟﾋﾞﾙ錠150 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 150mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

7 GX EJ7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
型)

灰 無 ｴﾋﾟﾋﾞﾙ錠300 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 300mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

7 GX ES7 250mg GX ES７ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

白 無 ｵﾗｾﾌ錠250mg ｾﾌﾛｷｼﾑｱｷｾﾁﾙ 250mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ・第一三
共

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾗｾﾌ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0407ｺｰﾄﾞ変

7 GXLL7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

淡紅白 無 ﾚｸｼｳﾞｧ錠700 ﾎｽｱﾝﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙｶﾙｼｳﾑ
水和物

700mg(ﾎｽｱﾝ
ﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙとし
て）

ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

7 H7 裸錠 白 有 ｴｺｻﾝ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 原沢製薬工業 持続性気管支拡張剤 0004中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

7 HT7B 裸錠 黄 無 ﾄﾞﾝｼﾞｬｽﾄA錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 堀田薬品合成 消炎鎮痛剤 91中止
7 HT7F 糖衣錠 白 無 ﾚﾅﾃﾞｯｸ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 堀田薬品合成 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止 960705収載
7 HT7K 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
淡黄橙 ﾄｺｴﾇ200ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 堀田薬品合成 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9910中止 9802ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
7 HT7L 裸錠 白 有 ｼﾞｬｽﾄﾙﾎﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 堀田薬品合成 気道粘液溶解剤 9810中止
7 HT7M HT7M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾀﾓﾁｰﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 堀田薬品合成 精神･情動安定，消化性

潰瘍治療剤
中止

7 HT 7S HT7S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾌﾞﾚｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 堀田薬品合成 抗血小板剤 中止 900713収載
7 HT 7T HT7T 裸錠 白 有 ﾄﾛﾉｰﾑ錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ

ﾄﾘｳﾑ
231.5mg，
195mg

堀田薬品合成 ｱｼﾄﾞｰｼｽ･酸性尿改善剤 0003中止 950707収載

7 JD 07 JD07 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾍﾟｲﾄﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし
て）

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 広範囲経口抗菌剤 050708収載 (97年中止の
ﾍﾟｲﾄﾝ錠100は本剤と異な
りｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ)

7 JG 7 JG7 2.5:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
JG｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬(口
腔内崩壊錠)

091113収載

7 JG E07:5 JG E07 5:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

7 WELLCOME K7A WELLCOME K7A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｲﾑﾗﾝ錠 ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(0507迄) 9910剤
型変更(前:裸錠) 9712ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

7 KH 007 KH007 100mg:KH007
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 5-FU錠100協和 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗悪性腫瘍剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)
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7 KP 007 KP-007 250mg:250mg 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 杏林製薬 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾝﾀｻ錠250)
0810ｺｰﾄﾞ変更

7 KWP07 CBSR KWP-07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞｾﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬-科研製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9705中止 9604社名変更
900713収載

7 KY 07 KY･ES-1 1mg 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg｢科薬｣ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 0704社名変更(前:科薬)
0306ﾋｰﾄ変更（記号裏記
載表，裏商品名記載(ｶﾀｶ

7 丸剤 黒褐 無 ｳﾁﾀﾞの八味丸M ｳﾁﾀﾞ和漢薬 漢方製剤
7 MF 7 裸錠 白 有 ﾒｲﾀｯﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

7 MF 7 裸錠 白 有 ﾒｲﾀｯﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
7 MK 07：1 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠1 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 小林化工-明治製菓 睡眠誘導剤 040709収載
7 MK 07：1 MK07 1mg 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠1

「MEEK」
塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 小林化工 睡眠誘導剤 040709収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
7 MS 007:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

錠)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠10mg｢

明治｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 明治製菓 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

7 MS F07
250mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり

7 MS M-07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9004中止

7 MS P07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝS錠)
割線に見える模様あり

7 MS S07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｽｵｰﾄﾞ錠100 ﾌﾟﾙﾘﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg（活性
本体として）

明治製菓 広範囲経口抗菌製剤 021206収載

7 MWT-007 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大
正

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0106中止 0008販売

7 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄） 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960614収載

7 N7 裸錠 薄橙 無 ﾙｲﾒﾆｱ錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 日新製薬 経口血糖降下剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ
7 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0302頃
ｺｰﾄﾞ，本体形状変更

7 OI7 OI7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大蔵製薬-ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ，
昭和薬品化工，ﾏｲﾗﾝ製
薬

循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄)，承継に
伴い(新:辰巳化学) 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

7 裸錠 淡黄白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大蔵製薬 利尿剤 9702中止
7 3:PT B07 BRT3 B07 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9805中止
7 RF7 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄透明 ﾘﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日本ﾘﾒﾌ EPA製剤 0006中止 980710収載

7 SG-07T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ八味地黄丸料ｴｷ
ｽT錠

常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9905商品名記載

7 SPI 007:200 SPI007 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾛｻｼﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0304製造発売変更（長生
堂製薬へ），旧本体，旧
ﾋｰﾄ 020705収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

7 SW RP7 SW-RP7:3mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 沢井製薬 抗精神病剤 100528収載

7 MF 7 裸錠 白 有 ﾒｲﾀｯﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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7 軟ｶﾌﾟｾﾙ（細長
球）

橙 ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-沢井製薬 高血圧･狭心症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0304ﾋｰﾄ表10mg追
加，裏商品名記載（ｶﾀｶ

7 TG 007 TG007 4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

7 TH 7 TH7 125mg:TH7 裸錠 白～淡黄白 有 ﾘﾌﾟﾉｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

東菱薬品工業-三笠製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

7 A 5:5 TSU007 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

鶴原製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

7 t T7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

7 Tw 007：4 Tw007 4mg：4mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝｼｰﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 東和薬品 持続性組織ACE阻害剤 050708収載
7 裸錠(楕円形) 白 有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠500mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 500mg 塩野義製薬 血糖降下剤 030704収載（商品名変更

前：ｼﾞﾒﾘﾝ錠） 0006ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

7 YD007 裸錠 白 有 ﾖｳｱﾓｰﾙ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 陽進堂 脂質代謝･末梢血行改善
剤

0707中止

7 ZE 07 EC10 ZE07:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0305ﾋｰﾄ変更 980710収
7 ZP07 15 ZP07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｸｼﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg 塩酸ﾋﾟﾙﾌﾞﾃﾛｰﾙ 15mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 気管支拡張剤 9606中止 890601変更

7.2 Tu PS-7.2 糖衣錠 淡赤褐 無 ﾌﾟﾙﾉｻｲﾄﾞ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 7.2mg 辰巳化学 便秘治療剤 ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
7.5 TSU009 7.5mg：7.5mg 糖衣錠 淡褐 無 ｱﾃﾈｺﾘﾝ-M錠7.5mg 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 鶴原製薬 過敏大腸症治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾃﾈｺﾘﾝ-M)
7.5 RY RY 7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-日医工 睡眠障害改善剤 1009販売元変更(前:ｻﾉﾌｨ

ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ)
7.5 Tw AT Tw.AT 裸錠 白 有 ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東和薬品 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝ錠)
7.5 Tw Tw240 7.5mg:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾝﾄﾏｲﾘﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 旧品名(071221迄，新品

名:ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg｢ﾄｰ
7.5 KC-125 KC-125 KC-125 7.5mg:7.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿﾒﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ7.5mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 7.5mg 科研製薬 抗めまい剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｿﾒﾆｰﾙ)
0202ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ変
更(CIM削除)

7.5 252 KW252 7.5:KW252 7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾛｰﾊｲﾑ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

7.5 SW 731 SW-731 7.5:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸｰﾙ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

7.5 Tw ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾄﾏｲﾘﾝ錠

7.5 PH 124 PH124 7.5:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾞﾊﾟﾘｰﾙ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 睡眠障害改善剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 980710収載

7.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本住友製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 97ﾋｰﾄ変
更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

7.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗不安剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg)

7.5 RY RY 7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-日医工 睡眠障害改善剤 1009販売元変更(前:ｻﾉﾌｨ
ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ)

7.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
7.5 SL 7.5 SL7.5 7.5mg:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾝﾗｯｸ錠7.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 7.5mg 岩城製薬 緩下剤 04頃ﾋｰﾄ裏変更，IW削除

980710収載
7.5 Tu-MR 7.5 Tu MR-7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ﾒﾄﾛｰﾑ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠障害改善剤 980710収載

7.5 RY Wf-AM7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-田辺三菱
製薬

睡眠障害改善剤 0712中止 0710社名変更
（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
0006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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7.5 RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

7.5 裸錠 白～帯黄白 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ7.5mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 7.5mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
8 SANKYO 241：8 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠8mg ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8.0mg 第一三共 持続性Ca拮抗剤

に伴い，前:三共) 0408本
体刻印8追加 030401収

8 NS 544:8 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆﾌﾟﾛｽ錠8mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日新製薬・科研製薬 高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

070706収載

8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｾﾛﾝ錠8mg 塩酸ｲﾝｼﾞｾﾄﾛﾝ 8mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾔｸﾙﾄ本
社

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 040618
収載

8 KP 110 KP-110 8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｾﾛﾝ錠8mg 塩酸ｲﾝｼﾞｾﾄﾛﾝ 8mg 杏林製薬-ﾔｸﾙﾄ本社 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0810ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元合併による変更に伴い
(前：日清ｷｮｰﾘﾝ製薬)

8 裸錠 極薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 8mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏8
削除等) 0207ﾋｰﾄ表8追
加等

8 TU 206 Tu206 8mg:Tu206 8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8｢
TCK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 辰巳化学 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
060707収載

8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

8 MED 222:8 MED-222:8 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
MED｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

070706収載

8 NPI 117 NPI-117 8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
NPI｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

8 OH 274:8 OH-274 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
OME｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

8 YD 963:8 YD963 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
YD｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 陽進堂･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三共
ｴｽﾌｧ，あすか製薬，武田
薬品工業

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

090515収載

8 TG 121 TG121 8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

8 ｎ 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

8 Tw 270:8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠8mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

8 DS 035:8 DS 035 8mg:8mg 裸錠 白 有 ﾛﾅｾﾝ錠8mg ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 8mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 100423収載
8 MK 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 小林化工-明治製菓 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
091113収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
DS10%｢MEEK｣(明治)とｺｰ
ﾄﾞ同じ

8 MK 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 小林化工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
DS10%｢MEEK｣(明治)とｺｰ
ﾄﾞ同じ

8 KRM 114:8 KRM114 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8mg｢
KRM｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

100528収載

8 M 171 M171 8mg:M171 8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

080704収載

8 TP 232 8mg TP-232:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8NT 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

070706収載

8 HF114A8 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｹﾝﾕ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 陽進堂 解熱鎮痛消炎剤 9409中止
8 HF232A8 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾛﾏﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂 消化性潰瘍治療剤 95中止
8 Asahi ABT08 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ大柴胡湯FCｴｷｽ

錠医療用
ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

8 BMD 8 BMD8 50mg 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢BMD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 食後過血糖改善剤 090515収載
8 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
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8 裸錠(楕円形) 極薄紅 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

8mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

8 CH8 裸錠 白 有 ｴﾐﾃｯｸｽ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 長生堂製薬 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ
臭化水素酸塩錠2.5mg｢
CH｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

8 CH8 裸錠 白 有 ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠)

8 CH8 CH8 2.5mg:CH8 2.5mg 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ臭化水素酸塩
錠2.5mg｢CH｣

臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾐﾃｯｸｽ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

8 EE 08:3 EE08 3mg：3 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢ ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 精神神経安定剤 1001中止
8 EKT-8 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ大柴胡湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ

薬品
漢方製剤 070706収載(商品名変

更，前:ｶﾈﾎﾞｳ大柴胡湯ｴ
ｷｽ錠)，社名変更に伴い

8 GC:F8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
8 BF 13 BF13 裸錠 白～わずか

に淡黄褐
無 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ錠剤 ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌 12mg ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ製薬-武田薬品

工業
ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌整腸剤 030704収載

8 FJ 08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 0409本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
8 FS-H08 0.18mg 裸錠 白 無 ﾍﾓﾘﾝｶﾞﾙ舌下錠0.18mg 静脈血管叢ｴｷｽ 0.18mg 東菱薬品工業-扶桑薬品

工業
痔疾治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾓﾘﾝｶﾞﾙ)，ﾋｰ
ﾄ表0.18mg追加

8 GC5280:GC5280 耳:GC
M8 100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤
削除)

8 裸錠 黄橙 無 ﾐｺﾝﾋﾞ配合錠BP ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ

80mg，
12.5mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT1
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ/利尿薬合

1004本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(H8)
追加 090619収載

8 HK008 裸錠 白 無 ﾐﾙﾏｸﾞ錠350mg 水酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 0.35g ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ-高田製薬，
共和薬品工業

緩下･制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾙﾏｸﾞ錠)

8 HT8D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｹﾄﾐﾆﾝ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 堀田薬品合成 鎮痙鎮痛剤 中止 900713収載
8 HT8F HT8F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 堀田薬品合成 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9811中止 951116承認

9607販売
8 KJ HT8K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶﾘｼﾞｬｽﾄS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 堀田薬品合成 循環障害改善剤 0001中止 8903刻印
8 HT8R 裸錠 黄 有 ﾃﾞﾙﾊﾟﾝﾄ錠 堀田薬品合成 複合ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸製剤 9212中止
8 HT8S 300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ﾔﾄﾘｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 堀田薬品合成 EPA製剤 0003中止 980710収載

8 HZ8T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ大柴胡湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
8 JG C08 JG C08 25 糖衣錠 白～類白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg

｢JG｣
塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗めまい剤 101119収載

8 JG E08:10 JG E08 10:10 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

8 JG J08 JG J08:500 裸錠 茶褐 無 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠
500mg｢JG｣

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 潰瘍性大腸炎治療剤 101119収載

8 KH 210 KH210 8mg：8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆｰﾙ錠8 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

8 KY 08 KY･NER-2.5 2.5mg 裸錠 白 有 ﾈﾙﾌｨﾝ錠2.5 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 0704社名変更(前:科薬)
0301ﾋｰﾄ変更990709収
載，ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

8 M 008 M008:M008 200 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠
200)

8 M 008 M008:M008 200 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(090515ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ
錠200mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802ｺｰﾄﾞ変更，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

8 MERCK 008 MERCK008
200:MERCK008 200mg

裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾒﾙｸ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0801迄)，社名変
更に伴い 0607社名変更

8 MK 08：2 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠2 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 小林化工-明治製菓 睡眠誘導剤 040709収載
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8 MK 08：2 MK08 2mg 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠2
「MEEK」

塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 小林化工 睡眠誘導剤 明治製菓とﾋｰﾄ異なる
040709収載

8 MS 008:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠20mg｢
明治｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 明治製菓 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

8 MS F08
500mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり

8 MS P08 MS PT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9607まで) 9509色
変更(旧:黄)

8 MS P08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9608変更
(SP->PTP)

8 MS P08
20万単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 0705頃中止

8 MS T08
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠100mg ｴﾁｵﾅﾐﾄﾞ 100mg 明治製菓 結核化学療法剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠)

8 MWT-008 1μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大正薬品工業-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大
正

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0106中止 0008販売

8 OI8 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 04頃中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
ｺｰﾄﾞ再記載等

8 P6:0.125mg 裸錠 白 無 ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠0.125mg 塩酸ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ水和
物

0.125mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
治療剤，ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症
候群治療剤

031212収載

8 SG-08T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ大柴胡湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 0001商品名記載
8 SS 008 SS008 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢ｴｽ

ｴｽ｣
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｴｽｴｽ製薬 ﾑｺ多糖類代謝酵素製剤 9005中止

8 SUNSTAR 08 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250「ｻﾝｽ
ﾀｰ」

ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg（力
価）

ｻﾝｽﾀｰ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0405中止 020705収載

8 SW-008:SW-FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 FAD錠10｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 90中止
8 SW BN8:8 SW-BN8:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤､高

血圧症･狭心症治療剤
060707収載

8 t 8:2.5 裸錠 無 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

8 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ﾓﾄｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症改善･動脈硬化
用剤

0412中止

8 A 2.5:2.5 TSU008 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾂﾙﾊ
ﾗ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

鶴原製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

8 Tw 008 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 東和薬品 抗てんかん剤，躁病･躁
状態治療剤

101119収載

8 TYK 08 TYK08 12mg 糖衣錠 暗赤 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日本化薬

便秘治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加

8 YD 008 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｼﾞｬｽﾄ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 陽進堂-日医工 血管強化･止血剤 0603頃中止 0210本体ｺｰ
ﾄﾞ化

8 YD 008 YD008 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｼﾞｬｽﾄ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 血管強化･止血剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾊﾞｼﾞｬｽﾄ)
0210本体ｺｰﾄﾞ化

8 Y LU8 裸錠 白 有 ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠8mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ 8mg 田辺三菱製薬-大正富山
医薬品

ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304大正富
山医薬品販売 0303ﾋｰﾄ
変更（8mg追加）

8 Y PZ8 Y-PZ8 8mg：８mg 糖衣錠 青 無 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠8mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0309ﾋｰﾄ変更
030704商品名変更（前：
8mgﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠)

8 Y:RE 08 Y-RE08 糖衣錠 白 無 ﾚﾒﾌﾘﾝ糖衣錠 塩酸ｼﾞﾒﾌﾘﾝ 8mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 呼吸機能改善剤 0203中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

8 YSP 008:50 YSP:YSP 錠剤 白 有 ﾕﾛｼﾝFC錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｹﾐｯｸｽ 心臓選択性β 遮断剤 04頃中止 9912承継(永信
薬品より) 9907販売，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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8 ZE 08 CCL50 ZE08:50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｾﾙﾐﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 全星薬品工業 循環障害治療剤 0301ﾋｰﾄ変更 010907収
載(規格表示変更)

8 裸錠 黄～橙黄 有 ﾌﾞﾛﾆｶ錠80 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 80mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

01頃ﾋｰﾄ変更 951124収
載

9 Asahi ABT09 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ小柴胡湯FCｴｷｽ
錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

9 BMD 9 BMD9 100mg 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢BMD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 食後過血糖改善剤 090515収載
9 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ｻｲｸﾛｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 長生堂製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9501中止 900713収載
9 CH 09 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾙﾅｰﾄ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
9 EE 09:EE 09 EE09 5mg:5 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠5｢EMEC｣ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
020705収載

9 EKT-9 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ小柴胡湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ小柴胡湯ｴ
ｷｽ錠)，社名変更に伴い

9 GC:F9 GC4590 腟錠 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ腟錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
9 FC9 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
黄白 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg｢

FC｣
ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，富士製薬工業
免疫抑制剤 060707収載

9 FJ 09 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 0410本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
9 FS-N09 FS-N09 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾆｺﾙﾀﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 扶桑薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0409中止
9 FS-R09 軟ｶﾌﾟｾﾙ 緑 ﾛﾜｺｰﾙ”ｶﾌﾟｾﾙ” 扶桑薬品工業 胆石症治療剤 9102中止
9 HD 009 HD-009 250mg:HD-009 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/微黄 ｱﾓﾍﾟﾆｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0304社名変更（前：菱山

製薬）
9 OH 60:1 OH-60 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
9 ML HT9D 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾘｰｽﾞ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 堀田薬品合成 筋緊張･循環改善剤 0001中止 9408本体刻印

900713収載
9 HT 9G:50 HT9G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲｹﾙﾝ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 堀田薬品合成 β 遮断剤 9812中止 920710収載
9 HT9H 裸錠 淡橙 有 ﾒﾗｽﾃﾘﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 堀田薬品合成 降圧剤 9007中止
9 HT9I ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｼﾞｬｽﾄ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 堀田薬品合成 循環機能改善剤 9503中止
9 HT 9K HT9K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾊﾟﾈｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 堀田薬品合成 脳循環代謝改善剤 9505中止 900713収載
9 MH 600 MH600 10：MH600 10mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠10mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

9 HZ9T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ小柴胡湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
9 RU:009 K RU 009K 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾑ錠100mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾙｶﾞﾑ錠)
0112ﾋｰﾄ100mg追加 9703
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9 KB TT9 TT90 裸錠 白 有 ﾃﾗﾁｰﾑL90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9 KW 009 KW009 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｱﾎﾟｽﾄﾛﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 共和薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
9 KY 09 KY･SPC 50mg 裸錠 白 有 ｽﾊﾟｸﾛﾐﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 排卵誘発剤 0704社名変更(前:科薬)

0302ﾋｰﾄ表商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 0102販売，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9 MK 09：1 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工-明治製菓 血圧降下剤 040709収載

9 MK 09：1 MK09 1mg 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工 血圧降下剤 040709収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

9 N6 裸錠 白 無 ｿﾌﾟﾚﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 日新製薬 狭心症治療用ISMN製剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ
9 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾ

ﾙ25
日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰ
ﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾﾙ)

9 OI09 250mg 裸錠(楕円形) 灰白 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢ｵｰｸﾗ｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大蔵製薬 合成抗菌剤 0303中止 0012本体ｺｰﾄﾞ
削除，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加

9 裸錠(楕円形) 灰白 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢ｵｰｸﾗ｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大蔵製薬 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ
9 PAL9 PAL9 錠剤(放出制御

型)
桃 無 ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠9mg ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 9mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 101210収載
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9 R9 TSU840 25mg:25mg 裸錠 淡橙 有 ﾗｸﾃﾞｰﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 鶴原製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｸﾃﾞｰﾝ)

9 RU:009 U RU 009U 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾑ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙｶﾞﾑ200mg
錠) 0112ﾋｰﾄ変更 9703ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9 SG-09T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ小柴胡湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9907商品名記載
9 SW-009:SW-FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠15｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9509中止
9 t 9:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
080704収載

9 TSU009 7.5mg：7.5mg 糖衣錠 淡褐 無 ｱﾃﾈｺﾘﾝ-M錠7.5mg 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 鶴原製薬 過敏大腸症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈｺﾘﾝ-M)

9 TYK09 糖衣錠 橙黄 無 EC錠2号 大正薬品工業 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶製剤 9210中止
9 Wellcome Y9C 100：

GlaxoSmithkline
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(接合

部:青)
ﾚﾄﾛﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(ｴｲ

ｽﾞ等)
旧本体，ｺｰﾄﾞ(0506迄)
0303PTPｼｰﾄに変更

9 YD 009 裸錠 白 有 ﾖｳﾒﾄｷﾉｰﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 陽進堂 気管支拡張剤 95中止
9 ZE 09 ZE09 SOM:10mg 裸錠 白 有 ｿﾙﾑﾌﾘﾝ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 全星薬品工業-全星薬品 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
0911中止

9 ZE 09 Y-SOM10 10mg:ZE09 Y-
SOM10

裸錠 白 有 ｿﾙﾑﾌﾘﾝ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0203中止 990709収載

10 PH332 10mg 糖衣錠 橙黄 無 FAD錠｢ﾐﾀ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0508中止
10 Tw 201 Tw201 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0302頃本体ｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ変更
10 TYK 03 TYK03 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10mg｢TYK｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
10 TF-TL10 10mg：TF-TL10 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/無 MSﾂﾜｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 10mg 帝國製薬 持続性癌疼痛治療剤 0407ﾋｰﾄ記号表→裏

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 SW 526 SW-526 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱｰﾁﾜﾝ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 沢井製薬 持続性高血圧･狭心症治
療剤(β 遮断剤)用ISM

020705収載

10 裸錠 橙黄 無 ｱｰﾂｪｰ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 血管強化･止血剤 0906製造販売元変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

10 TSU 001 TSU001 10mg:10mg 裸錠 白 有 ｱｲﾃﾞｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 鶴原製薬 β -遮断剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｲﾃﾞｲﾄﾛｰﾙ

10 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 9807ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 9807ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10 SW 520:10 SW-520 10mg:10 mg 裸錠 白 無 ｱｲﾛｸｰﾙ錠10 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 狭心症治療用ISMN製剤 100528収載
10 A Z 裸錠 白 有 ｱｺﾐｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

10 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ錠40mg ｾﾝﾅｴｷｽ 40mg 興和-興和創薬 緩下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ
錠) 0310本体ｺｰﾄﾞ両面→
片面一括

10 131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0207ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9806ﾋｰﾄ変更 9407
収載

10 TTS-125 TTS-125 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽﾎﾟｰﾗｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 高田製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1009中止 980710収載
10 OH 77:10 OH-77 10mg:10mg 裸錠(蝶形) 白 有 ｱｽﾗｰﾝ錠10mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業 持続性ACE阻害剤 1003大正薬品工業中止
10 SW 921 SW 921 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱｾﾒｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤 本態性振戦治療
剤

02ﾋｰﾄ10mg追加 98～99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-ACE10)
削除

10 軟ｶﾌﾟｾﾙ（細長
球）

橙 ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-沢井製薬 高血圧･狭心症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0304ﾋｰﾄ表10mg追
加，裏商品名記載（ｶﾀｶ

10 PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1105ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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10 TSU016 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 鶴原製薬・科研製薬 高血圧･狭心症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈﾗｰﾄ)

10 t 31 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾉｰﾄ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 持続性 高血圧・狭心症
治療剤

030704収載

10 JG 31 JG31 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾅｼﾛｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

0811ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:鶴原製
薬)

10 CG 207 10mg:CG207 10mg 糖衣錠(三角
形)

白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0212ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

10 Tw 223 Tw223 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾆｽﾄ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 持続性高血圧･狭心症治
療剤

020705収載

10 KH 203 KH203 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾋﾟﾗｺｰﾙ錠 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 協和発酵工業 降圧剤 0701中止 0112ﾋｰﾄmg追
10 HD 028 HD-028 10mg:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱﾌﾟﾘﾄｰﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 0304社名変更（前：菱山

製薬），ﾋｰﾄ変更 980710
10 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-沢井製薬 免疫抑制剤 060707収載

10 10mg KN112：AMIPLIN
10mg KN112

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾐﾌﾟﾘﾝ錠(10mg) 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 小林化工 抗うつ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(1009SP包装中
止，ﾊﾞﾗ包装のみへ)
0402ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化

10 DS 574:10 DS574 OD 10mg:OD
10mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

10 DS 537:10 DS537:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

10 SW 207 SW-207 10：10mg 裸錠 白 有 ｱﾒｼﾞｰﾙ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 n 092 裸錠 白 有 ｱﾒｼﾞﾆﾝ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工 低血圧治療剤 0212ﾋｰﾄ変更 990709収
10 裸錠（口腔内

崩壊）
淡赤 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
071221収載

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤橙 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療 071221収載
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘﾌﾟﾛｲﾄﾞ錠10mg ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 鎮痙剤 1011中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

10 t 36 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ｱﾙｼﾞｷｻｰﾙ錠10 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載

10 t 34 裸錠 微紅 有 ｱﾙｾﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

10 C L μ g 裸錠 白 有 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤 旧品名(090925ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰ
ﾙ塩酸塩錠10μ g｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

10 DK 409 DK409 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾙﾋﾟｰﾄﾞ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-あすか製薬，武田
薬品工業

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

10 AVL 109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
10 DK 343 DK343 10:10mg DK343 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾛｰﾙ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0103中止 980710収載
10 NPI 120 NPI-120 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
10 1P:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050927三共は販売終了

0204ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0608ﾋｰﾄ裏
記号(10mg)追加

10 n 511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾙｵﾌ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
10 10A:10mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾃｯｸ錠10mg 硫酸ｵﾙｼﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 喘息治療･気管支拡張剤 1010中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ｱﾛ
ﾃｯｸ錠)

10 SW 391:10 SW-391 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｿｸﾘﾝ錠10mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 沢井製薬 心身安定剤 101119収載
10 Tw 180:10 裸錠 白 無 ｲｿﾆﾄｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 東和薬品 狭心症治療剤 100528収載
10 R 170 R170:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾃﾞﾊﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 龍角散 持続性Ca拮抗剤 02頃中止 980710収載
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10 Tw:IB Tw.IB 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠）

10 EP 207:10 EP207 10 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
DSEP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸
塩錠10mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変

10 EP 05:10 EP05 10:10mg 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
EP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

旧品名(100917ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ
塩酸塩錠10mg｢DSEP｣に
変更)，旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴
い(第一三共ｴｽﾌｧへ)
080704収載

10 JG E08:10 JG E08 10:10 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

10 PH 173:10 10mg PH173 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
PH｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

10 TU 222:10 TU222 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
TCK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ
ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
080704収載

10 TYK515 10:TYK515 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

10 YD 538:10 YD538 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
YD｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

10 OH 215:10 OH-215 10:10mg 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業・沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

10 NP 377:10 10mg NP-377:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｶﾞﾚﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

10 MED 226:10 10mg MED-226:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

10 SW 572:10 SW-572:10 mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｻﾜｲ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

10 Tw 023:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

10 M 113:10 M113 10mg:10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

091113収載

10 ｎ 042:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

10 ZNC 219:10 10mg:ZNC219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0305本体ｺｰﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ
変更 00ﾋｰﾄ変更
(ZENECAをAstraZeneca

10 TM 107 TM107 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾘｷｭｱ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 東亜薬品-日本薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 0912中止 050708収載
10 n 775：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾅﾍﾞﾘﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 日医工 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改

善剤
1012中止

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾟﾗﾝ錠10mg ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

平滑筋攣縮緩解･微小循
環改善剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾍﾟﾗﾝ錠)
0305ﾋｰﾄ変更，表裏10mg
追加

10 KW 082 KW082:KW082 10mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗｰﾄ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 共和薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載

10 EE 31:10 EE31 10mg:10 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠10｢EMEC｣ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

080704収載

10 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，田辺製薬販売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0712商品名変更(前:ﾚﾅﾍﾞ
ﾘｯｸ錠10)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

10 JG E35 JG E35 10:10 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

10 10 MH24 10mg:10mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載

10 DK 502 DK502:DK502 10mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾘﾝ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載
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10 E 2 E2 10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢DK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 MED 022:10 MED-022:10 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢
MED｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 NP 327:10 NP-327 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢NP｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 NS 415:10 NS415 10:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

091113収載

10 ES 2 ES2 10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢SN｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

1012中止

10 YD 573:10 YD573 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 陽進堂 持続性選択H1受容体拮
抗剤

091113収載

10 ZE 16:10 ZE16:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ZE｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 全星薬品工業-全星薬
品，ｻﾝﾄﾞ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 t E2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 TTS 415 TTS-415 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 KC 78 KC78 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢科
研｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 ｎ 044:10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢日医
工｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢CH｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 MED 025:10 MED-025:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢MED｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 NS417:1 0 NS417 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 TU 507:1 0 TU507 10mg:TU507 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢TCK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 YD369:1 0 YD369 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 TTS 412 TTS-412 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 Tw734:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 M115:1 0 M115 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 KC 76 KC76 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢科研｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 ｎ029:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢日医工｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬･明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

1007頃割線追加 050708
収載，ﾋｰﾄ耳：大日本は

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

10 SW 137：10 SW-137 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 040709収載
10 T-31 10 TTS-281 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄

赤
ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売

元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

10 糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠10mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
10 Tw:225 Tw225 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(1012迄)

020705収載
10 Tw 225:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1012本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ

若干変更
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠10mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 10mg（無水

物として）
塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩

酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠
030606収載
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10 t 26 μ
OPTIRAN10μ g

裸錠 微黄～淡黄 有 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠10μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 10μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ
ｽﾄとして）

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

040709収載

10 t 422 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

10 TYK 409 TYK409 10mg:TYK409
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 100528収載

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸
溶)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 0304ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 010202
収載

10 Tw 275 Tw275 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～灰白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠「ﾄｰﾜ」10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

10 SW 181 SW-181:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10｢SW｣ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

10 MH 491 MH491 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10mg｢ﾏｲﾗ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 100528収載
10 SW 899 SW-899 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
白 無 ｵﾒﾌﾟﾛﾄﾝ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 沢井製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

10 n 772 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白 無 ｵﾒﾗｯﾌﾟ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

10 SANKYO 331：10 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠10mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 10mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

10 NS 514 NS514 10：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶｵﾙﾄｰﾝ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬-日新薬品 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
10 ZE 66 ZE66 CSA:10mg 裸錠 橙黄 無 ｶｻﾝﾐﾙ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 高血圧・狭心症治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｶｻﾝﾐﾙ) 0210
ﾋｰﾄ変更 0110本体ｺｰﾄﾞ

10 TP 220 TP-220 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽｲｻﾝ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤
10 MED 235：10 MED-235 10：10mg 裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽｾﾌﾟﾄ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 H2受容体拮抗剤 040709収載
10 PH 298 PH298 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ｶﾞｽﾄﾞｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ) 020705収載
10 t 41

10mg：10mg
裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

10 TBP 262 TBP262 10mg:TBP262 口腔内崩壊錠 白 有 ｶﾞｽﾒｯﾄD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

H2受容体拮抗剤 080704収載

10 NS 510 NS510 10：10mg 裸錠（口腔内
崩壊）

白 無 ｶﾞｽﾘｯｸD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬・沢井製薬，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 05頃沢井製薬販売開始
040709収載

10 NS 510 NS510 10：10mg 裸錠（口腔内
崩壊）

白 無 ｶﾞｽﾘｯｸD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬・沢井製薬，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 05頃沢井製薬販売開始
040709収載

10 NS 51 NS505 10:10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)
020705収載

10 NS 51 NS51 10:10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ H2受容体拮抗剤 1003ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
10 Pfizer:CDT 251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠2番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ

ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

10 Pfizer:CDT 051 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠4番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

10 OH 341：10 OH-341 10mg：10mg 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大原薬品工業･ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

0601販売元社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 050708収載

10 OH 331:10 OH-331 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大原薬品工業･日医工，
ｻﾝﾄﾞ

H2受容体拮抗剤 0401本体刻印追加（裏面
10） 020705収載

10 PH 725:10 PH725 10：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶﾙｴｯﾄ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 持続性Ca拮抗降圧剤 0912中止
10 O.S-CB 10mg：10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｶﾙｼﾞｵﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0711中止
10 SW-491 SW-491 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾞﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ10 ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 沢井製薬 気管支喘息改善剤 0005中止 970711収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 Tw 144 Tw144 10mg:10mg 裸錠 薄桃 有 ｶﾙﾈｰﾄ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載

124 / 332 ページ



10 NS 278 NS278 10 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾋﾞｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日新製薬 代謝性強心剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾋﾞｷﾉﾝ錠)

10 JD 01 JD01 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg「JD」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性高血圧・狭心症治
療剤

1002ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ)

10 KP 372
372

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｷﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾌﾟﾚｽ錠10)

10 NPI:C NPI-217D 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 920710収載
10 C L μ g 裸錠 白 有 ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠10

μ g｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤･腹

圧性尿失禁治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ

10 Tw 242:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 東和薬品 心身安定剤 101119収載
10 ｹﾀｽ 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害剤，

脳血管障害･気管支喘息
改善剤

0609頃ﾋｰﾄ裏記号変更

10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大洋薬品工業 気管支喘息･脳血管障害
改善剤

9905中止 980710収載

10 Tw 244 Tw244 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾌﾅﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 血管拡張性β 1遮断剤 040709収載，商品名変更
（前：ｹﾌﾅﾝ錠10）に伴い

10 C38 C38 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾐｶﾞｽﾁﾝ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｹﾐｯｸｽ H2受容体拮抗剤 中止
10 JD 03 JD03 10mg：10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｹﾗﾓ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 H2受容体拮抗剤 0705中止 040709収載
10 糖衣錠 白 無 ｺﾘｵﾊﾟﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 0205ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 n 077 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血

圧･狭心症治療剤)
060707収載

10 FS C17 FS-C17 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ｺﾚﾘｯﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 扶桑薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

10 h 052 h-052 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｺﾛｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝性強心剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0801ﾋｰﾄ表10mg追加

10 10mg TC268 10mg：TC268 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｻﾌﾟﾚｽﾀｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大鵬薬品工業 持続性Ca拮抗剤 030704収載
10 ｎ 303 糖衣錠 白 無 ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 Ca拮抗性降圧剤 091113収載
10 TSU261 10mg:10mg 糖衣錠 黄 無 ｼﾞｱﾉｲﾅﾐﾝ錠10mg ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｱﾉｲﾅﾐﾝ10)
10 N S NS501 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｼｪﾄﾗｿﾞｰﾅ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1004迄)
10 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg 日医工 免疫抑制剤 060707収載

10 MH175 10:MH175 10
10mg

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
10mg)

10 FZ 28 FZ28 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾅﾛﾝｸﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性Ca拮抗降圧剤 1011中止 1002販売元変
更(前:ｷｯｾｲ薬品)，ﾋｰﾄ若
干変更

10 LILLY 4117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

10 Tw 004：10 Tw004 10mg：10mg 裸錠 淡黄 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧薬 040709収載
10 JG E22 JG E22 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢JG｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
10 SW542 SW-542:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 090515収載
10 t 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾓﾝﾃﾙｶ

ｽﾄとして)
MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，

気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

10 MK 16 MK16 10mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

050708収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

10 MK 16 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 小林化工-明治製菓 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

050708収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

10 OH 224：10 OH-224 10mg：10mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg
「OHARA」

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 大原薬品工業・持田製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

07頃日医工中止 040709
収載
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10 KW 256:10 KW256 10:KW256 10 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載

10 MH 600 MH600 10：MH600 10mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠
10mg)

10 MH 600 MH600 10：MH600 10mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠10mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

10 NS 527 NS527 10:10mg 裸錠 薄桃 有 ｼﾝﾍﾞﾉﾝ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日新製薬・第一三共ｴｽ
ﾌｧ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0607販売

10 TSU 280 TSU280 10mg:10mg 裸錠 白 無 ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 鶴原製薬 消炎･出血抑制酵素剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ10)

10 TYK319:TYK319 10mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 030704収載

10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 10mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

10 253 KW253 10:KW253 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾛｰﾊｲﾑ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 TSU 303 TSU303 10mg：10mg 裸錠 青 有 ｾｴﾙｶﾑ錠10 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 鶴原製薬 抗不安剤
10 ZNC 201:10 10mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持続型ACE阻害剤 0303ﾋｰﾄ変更，裏

AstraZeneca削除
10 SW 252 SW-252 OD:10 mg OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩OD錠

10mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
100528収載

10 AR 802:10 AR802 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢AR｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬-日本ﾕﾆﾊﾞｰ
ｻﾙ薬品

持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

旧品名(091001ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩
酸塩錠10｢NUP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬
品への承継に伴い

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢
NUP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

091001収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠10｢AR｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬からの承継
に伴い

10 OH 128:10 OH-128 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大原薬品工業･持田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
CH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 CHO 3 CHO3 10mg:CHO3 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
CHOS｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｼｰ･ｴｲﾁ･ｵｰ新薬-ﾎﾟｰﾗ
ﾌｧﾙﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 KTB 27 10mg KTB27:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
KTB｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 寿製薬･三和化学研究所 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 MED 054 MED-054:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
MED｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 MN 413 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日新製薬-明治製菓 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

10 MN 413 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

10 NP 130 10mg NP-130：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
NP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 NPI 103 NPI-103 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
NPI｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性選択H1受容体拮
抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1101本体ｺｰﾄﾞ103裏→
表，ﾋｰﾄ若干変更

10 NT 251 NT251 10mg:NT251 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
NT｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止

10 PH:772 10mg PH772:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
PH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 TU 502 TU502 10mg:TU502 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
TCK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載
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10 TM 113 TM113 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
TOA｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 東亜薬品-日東ﾒﾃﾞｨｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 TYK 452 TYK452 10mg:TYK452 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
TYK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 367 YD367:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
YD｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1012ｻﾝﾄﾞ中止 070706収
載

10 KW 269 10mg 10:KW269 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

070706収載

10 KSK 111 KSK111 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｸ
ﾆﾋﾛ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 皇漢堂製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 t 53 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 TTS 401 TTS-401 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ｶﾀ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 高田製薬･ﾏﾙﾎ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 TG 112 TG112 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性選択H1受容体拮
抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

10 E23 E23 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾂ
ﾙﾊﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 M 304 M304 10mg:M304 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

080201収載(商品名変
更，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠
10mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

10 KC 53 KC53 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
科研｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 ｎ 312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
日医工｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 XP 3 ORGANON XP3:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg MSD Caﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持効
性製剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

10 ｔ 815 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄桃 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 081107収
載

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性高血圧･狭心症治
療剤

0307ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ変更，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系抗不安 0512中止
10 KN141 10mg 糖衣錠 緑 無 ｾﾚﾐﾂﾄ錠 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 小林化工 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0001中止 96ｺｰﾄﾞ化
10 MD 21G MD 21G 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 脳循環代謝改善剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾛｸﾗｰﾙ錠)
01ﾋｰﾄ表10mg追加 9702
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 Sc281 Sc281 10mg:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所-ｱｽﾃﾗｽ
製薬

経口B型慢性肝炎治療剤 0504社名変更(合併)

10 SW 732 SW-732 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸｰﾙ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 Tw 327 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 090515収載
10 Tw PP Tw.PP 10 裸錠 白 有 ｿﾗｼﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 高血圧・狭心症・不整脈

治療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾗｼﾛｰﾙ錠)

10 ZE 09 ZE09 SOM:10mg 裸錠 白 有 ｿﾙﾑﾌﾘﾝ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 全星薬品工業-全星薬品 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0911中止

10 TP 209 10:TP-209 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾞｳﾝﾃﾝｼﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0504社名変更(前：竹島
製薬)

10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾘｵﾝOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

10 TYK346 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾙﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 血管拡張性β 1遮断薬 020705収載
10 ｎ 046:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠

10mg｢日医工｣
ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

10 HT11D HT11D 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼｰﾀｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 堀田薬品合成 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0001中止 980710収載
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10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼｰﾀｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0809中止 0306ﾋｰﾄ変更
0101販売 00承継(堀田薬
品合成より)

10 CMX019 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼﾞｭｰﾑｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｹﾐｯｸｽ 消化管運動亢進治療剤 0303中止 980710収載
10 HC903 HC903 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧品名(050610迄)，品名

変更(新：ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ
10 Tw 405 Tw405 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 東和薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ10)

10 TSU388 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾒﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 鶴原製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 980710収載
10 TSU 368 TSU368 10mg:10mg 裸錠 白 有 ﾁｽﾎﾞﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 鶴原製薬 催眠･鎮静剤 94本体ｺｰﾄﾞ化
10 OI8 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 04頃中止 03頃ﾋｰﾄ変更，

ｺｰﾄﾞ再記載等
10 TYK291:TYK291 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾉﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 大正薬品工業 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0707中止
10 NS 410 NS410 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾁﾑｹﾝﾄ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載
10 糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ﾁｮｺﾗA錠1万単位 ﾋﾞﾀﾐﾝA油 10000ﾋﾞﾀﾐﾝA

単位
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝA製剤 0701ﾋｰﾄ記号変更(表1万

単位追加，裏10mg->1万
単位)，商品名変更に伴

10 SW 630:10 SW-630:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ錠10 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 沢井製薬 鎮暈剤 100528収載
10 Tw 253：10 Tw253 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄCR錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 持続性Ca拮抗薬-高血

圧・狭心症治療剤-
050708収載

10 Tw 212 Tw212 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾞｽﾍﾟﾛﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 持続性Ca拮抗剤 980710収載
10 PH 125 PH125 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾞﾊﾟﾘｰﾙ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 睡眠障害改善剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ) 980710収載
10 CG 209 NOVARTIS

10mg:NOVARTIS CG209
10mg

糖衣錠(三角
形)

灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1008迄)，販売元
変更に伴い(新:ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ) 0211ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

10 NMB 23 NMB23:NMB23 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
10 NMB 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造

販売元変更に伴い
10 EE 06 EE06：10 裸錠 白 有 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢EMEC｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 消化管運動改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 247:T YK TYK247:TYK247 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢TYK｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾅｳｻﾞｰﾄ錠10)
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠
10)，ﾋｰﾄ若干変更

10 SW 177 SW-177 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 消化管運動改善剤 0203ﾋｰﾄ変更，商品名記
載 960705収載

10 SW 177 SW-177 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 消化管運動改善剤 0203ﾋｰﾄ変更，商品名記
載 960705収載

10 KH 306 KH306 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 協和発酵ｷﾘﾝ 消化管運動改善剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

10 Tw 250 Tw250 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(十字
割線)

淡赤褐 有 ﾅﾌﾟﾘｼﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg(ｷﾅﾌﾟﾘ
ﾙとして)

東和薬品 組織ACE阻害型降圧剤 0703中止 050708収載

10 SW 926 SW-926 10mg:10 mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾋﾟﾝ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 Ca拮抗性降圧剤 091113収載
10 SW 225 SW-225 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収

載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10)

10 Tw 318 Tw318 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 Ca拮抗剤 1006ｺｰﾄﾞ変更
10 NS 53 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ﾆｯｼﾝ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬 持効性Ca拮抗剤 060707収載
10 KW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
10 OH 175 OH-175 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾚｼﾞｯｸ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大原薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0409ﾋｰﾄ変更 980710収

載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
10

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
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10 NT 252 NT-252 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠10mg｢NT｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤／高血
圧･狭心症治療剤

080704収載

10 SW 083 SW-083 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠10)

10 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ(陽進) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 0601中止

10 SW-912 10 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 080704収載

10 PH 249 PH249 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性Ca拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

10 MH175 10:MH175 10
10mg

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 旧品名(090515ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

10 SW 027 SW-027 10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ
ﾙﾝ10)

10 Tw 273：10 Tw273 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 東和薬品・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
10 糖衣錠 薄橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠10mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 大日本住友製薬 情動調整剤 0810頃色変更(前:淡黄

橙) 0207ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

10 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙｷｼﾌｪﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

寿製薬 抗乳癌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙｷｼﾌｪﾝ錠)

10 PT N06:10
mg OD

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

10 PT N05:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

10 ZNC421 10 ZNC421 10 AstraZeneca ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 00ﾋｰﾄ
変更(ZENECAから
AstraZenecaに)

10 GS:FC1 GSFC1:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0208ｺｰﾄﾞ変更

10 TC 271:10 10mg:TC271 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 1007ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ中
10 HYZ 17：10 HYZ17 10：HYZ17 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 興和ﾃﾊﾞ・ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 尿失禁・頻尿治療剤 1101製造販売元変更(前:

ﾊｲｿﾞﾝ製薬)
10 糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠10mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0812迄)
10 NS 250 NS250 10mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙｾｷｵﾝ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日新製薬 低血圧治療剤 1011中止 990709収載
10 NS 522 NS522 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾚｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
10 SW 201 SW-201 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛﾃｲﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 ｔ 48 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐｯｸ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大洋薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
10 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰﾙ錠 臭化ｴﾁﾙﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 10mg 日本新薬 鎮痙剤 0703頃中止
10 HD 236 HD-236 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋｼﾀｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 蛋白分解酵素剤 1102自为回収 071221収

載(商品名変更に伴い，
前:ﾋｼﾀｰｾﾞ錠)

10 HD 291 HD HD-291 10:HD-291
10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾋｼﾛﾐﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 0304社名
変更（前：菱山製薬）
980710収載

10 HD 291 HD-291 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾋｼﾛﾐﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤（高血圧
症，狭心症）

0307ﾋｰﾄ変更

10 10 KH506 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ
ｺｰﾄ

橙 無 ﾋﾞﾀﾛｷｼﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 協和発酵工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309中止 0112ﾋｰﾄmg追
加 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10 TYK269:10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾅﾄｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日本化薬

気管支喘息･脳血管障害
改善剤

10 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0209ﾋｰﾄ変更
10 Tw 155 Tw155 10mg：10mg 口腔内崩壊錠 白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ

ﾝ口腔内崩壊錠)
050708収載
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10 Tw 316 Tw316 10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
10 MED 371 MED-371:10 mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢MED｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ

ﾝ口腔内崩壊錠)
080704収載

10 1 JG 1JG 10:10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠10mg｢JG｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤(口腔内
崩壊錠)

070706収載

10 YD 575 YD575 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠10mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

091113収載

10 SW 511 SW-511 10mg:10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
10 KYK 354 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

10 YD 640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠
10mg)，ｺｰﾄﾞ･剤型変更
(前:糖衣錠)

10 KW 568 10:KW568 10 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg「ｱﾒﾙ」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 共和薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
10 IC 526 IC-526 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢ｲｾｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｲｾｲ H2受容体拮抗剤 050708収載
10 KRM 112:10 KRM112:10mg 裸錠 薄桃 有 ﾌｧﾙﾌﾟﾘﾙ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
101119収載

10 TSU623 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌｫﾘﾒｼﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 消化管運動改善剤 960705収載
10 BS:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮痙剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠)
10 BUS:h-250 10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾑ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痙剤 1003中止 0802社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾌﾞｽｺﾑ錠)

10 TSU609 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽﾌｫﾘﾛﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 鶴原製薬 鎮痙剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞｽﾌｫﾘﾛﾝ)

10 NS 14 NS124:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日新製薬 鎮痙剤 旧品名(090925ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠
10mgに変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

10 NS 14 NS14 10:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日新製薬 鎮痙剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

10 YD047 10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠
10mg｢YD｣

臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮痙剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:C.B.ｽｺﾎﾟﾗ
錠)，ﾋｰﾄ表10mg追加等
日医工とﾋｰﾄ異なる

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 0912中止 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
10 M 771 M771 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠10mg｢

KH｣
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬-協和発酵ｷﾘﾝ HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
0810販売元社名変更，合
併に伴い(前:協和発酵工
業)

10 TG 152 TG152 10 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠10mg｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載

10 KN 257 KN257 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10「KN」 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤(高脂血症治療剤)

030704収載

10 KW 563：10 KW563 10:KW563 10 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10mg「ｱﾒ
ﾙ」

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

10 YD 078 YD078：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠「陽
進」10mg

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

10 NP 315 NP-315 10mg:10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg
｢NP｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載
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10 TSU 757 TSU757 10mg:10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg
｢ﾂﾙﾊﾗ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 鶴原製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

060707収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾊﾞｽﾛﾘﾝ10mg
錠)

10 SW 707 SW-707 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

030704収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 DK 412 DK412 10:10mg 裸錠 淡橙赤 有 ﾌﾟﾗﾊﾞﾛﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0908中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

10 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

10 n 749 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

10 n 798 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

10 裸錠 白～微帯黄
白

有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠10mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 10mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 0403中止 0303ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

10 JG E28 JG E28 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

101119収載

10 SW 591 SW-591:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

10 t 904 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

10 PH180 PH180 10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾚｲﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0710中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ) 980710
収載

10 糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本住友製薬 持続型血管拡張降圧剤 0705中止 0202ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載

10 YD 448 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 旧品名(100528ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠10mg｢YD｣に変更)，旧
ｺｰﾄﾞ･剤型 日医工とﾋｰﾄ
異なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

10 YD 448 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0808中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

10 EE 11：10 EE11 10mg:10 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾞﾛｽﾀｰM錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤 0307販売
10 NP 217:10 10mg:NP-217 裸錠 微赤 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠10mg｢NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 利尿降圧剤 1006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表→裏

060707収載
10 MED 302：10 MED-302 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾛﾊﾞﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
040709収載

10 FJ 16：10 FJ16：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg
「F」

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 富士製薬工業 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘ
ﾝ錠10mg「F」)

10 TG 172:10 TG172 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg
｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

尿失禁･頻尿治療剤 080704収載

10 YD 364 YD364：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
第一三共ｴｽﾌｧ

尿失禁・頻尿治療剤 0911ｻﾝﾄﾞ中止 050708収
載

10 SW 553 SW-553 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾍﾞﾀｷｰﾙ錠10 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 020705収載

10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

131 / 332 ページ



10 12C:10mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更
10 PH 731：10 PH731 10mg 皮膜錠 白 無 ﾍﾟﾆﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
尿失禁・頻尿治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
10 GS KNU 裸錠 白 無 ﾍﾌﾟｾﾗ錠10 ｱﾃﾞﾎﾋﾞﾙﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 10mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0605本体ｺｰﾄﾞ若干変更

(Gの形状)
10 MH 798 MH798 10mg：MH798

10mg
裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(090515ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK

錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

10 NF 157 NF157 10mg 裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0903ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾌﾞﾘｽﾄﾙ
ﾏｲﾔｰｽﾞ)

10 MH 798 MH798 10mg：MH798
10mg

裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠
10mg)

10 TSU645 10mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾗﾎﾙﾃﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾗﾎﾙﾃﾝ)

10 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗性降圧剤 0504社名変更(合併)
10 ｎ 665 裸錠 白 有 ﾍﾙﾂﾍﾞｰｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日医工 狭心症・不整脈・高血圧

治療剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾙﾂﾍﾞｰｽ)
0312本体ｺｰﾄﾞ追加 0104
再販売

10 n 575 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾐﾝ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 日医工 心機能改善薬 010706収載
10 YD 468 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾙﾎﾞｯﾂ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 陽進堂・富士製薬工業，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

10 Tw:239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 東和薬品 消化管運動改善剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠)

10 裸錠(楕円形) 薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 9801ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 SW 741：10 SW-741 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝｽﾞﾌｫｰ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

10 HD 266 10mg HD-266:10mg 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾓｸﾘｼﾝ錠)

ﾏｰｸ)
10 t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠

10mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠)
10 t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(080620ﾎﾓｸﾛﾙｼｸ

ﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣に変更)

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠10mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
10 Tw 132 Tw132 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾏｲﾊﾞｽﾀﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤（高脂血症治療剤）
030704収載

10 TYK376 10：TYK376
10mg

裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

10 n 731：10 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
10 t 424 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾝｾﾘﾝ錠10)，
ﾋｰﾄ若干変更

10 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
10mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

10 YD 520：10 YD520:10mg 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾛｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
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10 TZ 217:10 TZ217 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾉｰﾑ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

10 Tw 121 Tw121 10:10 裸錠 白 有 ﾒﾄﾛｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 東和薬品 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載

10 NMB 647 NMB647:NMB647 10/100 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾒﾈｼｯﾄ錠100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

万有製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

10 M 771 M771 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞｽﾀﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾒﾙｸ製薬-協和発酵工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(0607迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa塩錠10mg｢ﾒﾙｸ｣)

10 TSU 755 TSU755 10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞｽﾛﾘﾝ10mg錠 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 鶴原製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(0607迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg錠｢ﾂﾙﾊ

10 TYK353:TYK353 10 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

10 NS 519 NS519 10：10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾘｯﾁ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日新製薬・科研製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

10 CMX037 10 CMX037 10:10 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾘﾘﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｹﾐｯｸｽ HMG－CoA還元酵素阻
害剤，高脂血症治療剤

030704収載

10 TBP 275 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東菱薬品工業-ｻﾝﾄﾞ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0603ﾋｰﾄ表記号変更

SANDOZ)追加 東菱薬販
のものとﾋｰﾄ異なる

10 TBP 275 TBP275 10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東菱薬品工業-東菱薬販 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0412中止 ｻﾝﾄﾞのものと
ﾋｰﾄ異なる

10 PH 712 PH712：10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾛｶｯﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞﾋﾟｰ
ｸ錠10mg)

10 n 749 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

日医工のﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟ
ﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰ
ﾄﾞと本体ｺｰﾄﾞ同じ

10 SANDOZ:FS FS 10mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ10 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

削除)
10 EE 58:10 EE 58 10mg:10mg 裸錠 淡黄白 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢EMEC｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
10 NPI 108 NPI-108 10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢NPI｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本薬品工業・ﾏｲﾗﾝ製 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
10 NT 241:10 NT-241 10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢NT｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
10 TU 111:10 TU111 10:TU111 10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢TCK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
10 TYK456 10mg:TYK456

10mg
裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

10 YD 079:10 YD079 10mg:10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢YD｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

10 KW 651 10:KW651 10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 共和薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載 十字割線
10 t 83 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
10 TTS 173 TTS-173 10mg:10mg 裸錠 淡黄白 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 高田製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
10 TG 114:10 TG114 10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

10 Tw 517:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
10 MC 2 10mg YP-MC2 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾕｰﾄｸ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大興製薬-祐徳薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
10 MX 2 MX2 10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢科研｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
10 n 767 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢日医工｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載 十字割線
10 Tw 137 Tw137 10mg:10mg 裸錠 帯黄白 有 ﾓﾅｿｻｰﾙ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載
10 NS 236 NS236 10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾓﾝﾛﾋﾞｱ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日新製薬 消化管運動改善剤 0406本体ｺｰﾄﾞ追加
10 糖衣錠 黄 無 ﾕﾆﾋﾞﾀﾝK1錠｢10mg｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0506中止
10 10mg 裸錠 黄～橙黄 有 ﾕﾋﾞｷﾉﾝ錠10mg｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 藤本製薬 強心剤 9205中止
10 Tw 308 糖衣錠 橙黄 無 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗｻﾈﾝ錠･10)，
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10 TSU804 10mg 糖衣錠 黄 無 ﾕﾍﾞ･Q錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 鶴原製薬 代謝性強心剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞ･Q10)

10 HD 337 HD 337 HD-337 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ﾕﾍﾞｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 心筋代謝障害改善剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞｷﾉﾝ｢ｶﾌﾟｾ
ﾙ｣)

10 DK 415 DK415 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾘﾛｼﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業，ﾏｲ
ﾗﾝ製薬

尿失禁・頻尿治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

10 YD161 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳｱｼﾞｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮暈剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳｱｼﾞｰﾙ)，
ﾋｰﾄ表10mg追加等

10 YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 代謝性強心剤 1012日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
0910陽進堂中止 0210本
体ｺｰﾄﾞ化 日医工とﾋｰﾄ異
なる

10 YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂-日医工 代謝性強心剤 1003中止 0210本体ｺｰﾄﾞ
化 陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
とﾋｰﾄ異なる

10 Tw 308 Tw308 10mg:10mg 糖衣錠 橙黄 無 ﾗｻﾈﾝ錠･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣) 0208頃本体ｺｰﾄﾞ化，
記号変更

10 裸錠 白 有 ﾗﾋﾟﾉｰｹﾞﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 β 受容体遮断剤 0604頃中止 0301本体ｺｰ
ﾄﾞ化，ﾋｰﾄ変更 9804ﾋｰﾄ

10 MS 007:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠10mg｢
明治｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 明治製菓 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 AK 239 AK239 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
AA｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg あすか製薬-武田薬品工
業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 BMD 19 BMD19 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
BMD｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 JG E42 JG E42 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
JG｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 YD 642 YD 642 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
YD｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 陽進堂 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 Tw 216 10mg:Tw216 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

10 M 917 M917 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 KRM 124 KRM124 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢杏
林｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 TYK 500 TYK500 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢興
和ﾃﾊﾞ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

10 NS 557 NS557 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢日
新｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日新製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 CHO 22:10 CHO22 10mg:CHO22
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢CHOS｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 FF 14:10 FF14 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢FFP｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 Tu 236 Tu236 10mg:Tu236 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢TCK｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 辰巳化学 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 KC 80 KC80 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢科研｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 ｎ 892 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢日医工｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

10 302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 0911中止
10 OH 206:10 OH-206 10mg 裸錠 薄桃 有 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
1003大正薬品工業中止
040709収載
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10 NZ 1 NZ1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9812ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載)，表裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

10 CG 216 10mg：10mg CG216 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗痙縮剤 03頃ﾋｰﾄ変更，表LIO10
削除等

10 L I 裸錠 白 有 ﾘｼﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物
として)

大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続型ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0408
頃ﾋｰﾄ変更(10mg削除他)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 Tw 127 裸錠 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物
として)

東和薬品 持続性ACE阻害剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｲﾙﾄｯｸ錠

10 M H:10 MH323:MH323 裸錠(四角形) 白 有 ﾘｼﾉﾒﾙｸ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(090515ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ
錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

10 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本住友製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

9705ﾋｰﾄ変更，表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

10 OH 176 OH-176 10mg:OH-176
10mg

裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐﾗｰﾄ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大原薬品工業 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 KN 208:10 KN208 10mg 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾒﾘｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 小林化工 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載

10 EE 15：10 EE15 10mg：10 裸錠 白～微紅 有 ﾘﾀﾞｯｸM錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ，
ｴｰｻﾞｲ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

04頃色調変更 030704収
載

10 SPI 012:10 SPI012 10mg:10mg 裸錠（長方形） 白 有 ﾘﾋﾃﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 新日本薬品 持続性ACE阻害剤 03中止 020705収載，ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

10mg 山之内製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ 0108本体P-D削

PD)削除 000502収載
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0504社名変更(合併)
000502収載

10 t 440 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

040709収載

10 SW 550：10 SW-550 10：10mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾀﾞｳﾝ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

040709収載

10 SW 550：10 SW-550 10：10mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾀﾞｳﾝ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

040709収載

10 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

10 KRM 108:10 KRM108:10mg 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞﾄｰﾙ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載

10 TSU863 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ-10)

10 Tw 143 Tw143 10mg：10mg 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾌﾞﾛｯｸ錠10mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

040709収載

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘﾌﾀｰ錠10 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心身安定剤 101119収載
10 TYK11:10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大蔵製薬-大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 02頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9303製造
元変更

10 h-320 10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ﾎｴ
ｲ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

10 CG:203 10mg：CG203 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 四環系抗うつ剤 0305ﾋｰﾄ変更
10 MSD 713 MSD 713 10：10 10mg 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE

阻害剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

10 MSD 713 MSD 713 10：10 10mg 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE
阻害剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

10 n 976 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0405ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載
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10 SW 735 SW-735 10 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾒｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

081107収載

10 MED 213 MED-213 10 裸錠 薄桃 有 ﾚﾉﾍﾟﾝﾄ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

081107収載

10 NPI 128 NPI-128 10 裸錠 薄桃 有 ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

10 OH 277 OH-277 10mg:10mg 裸錠 白 無 ﾛｲｺﾝ錠10mg ｱﾃﾞﾆﾝ 10mg 大原薬品工業 白血球減尐症治療剤 0712ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(第一三共より)

10 NV 128 10 NV128 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/くすん
だ黄赤

ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-田辺製
薬，ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

03中止(錠収載に伴い)
0210ﾋｰﾄ変更 980828収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

10 SW 710 SW-710 10:10mg 裸錠 白 有 ﾛｺﾌﾟｰﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物
として)

沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 n 984 裸錠 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 持続性ACE阻害剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 n 136 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢
KOBA｣

塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 日医工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤，本態性振戦治療

0704ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(小林薬学工業より)

10 KW 025 KW025 10:KW025 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠10mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

10 KN 205：10 KN205 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10「KN」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 小林化工・興和ﾃﾊﾞ 尿失禁・頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興
和，興和創薬)

10 Tu 201：10 Tu201 10：Tu201 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10「ﾀﾂﾐ」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 辰巳化学 尿失禁・頻尿治療剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
10 Sc 231:10 Sc231 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg｢

SKK｣
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 三和化学研究所-ｴﾙﾒｯﾄﾞ

ｴｰｻﾞｲ
尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

10 KW 511：10 10：KW511 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg「ｱ
ﾒﾙ」

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 共和薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0201ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），記号(BY
A10)削除等

10 裸錠 白 有 ｱﾛﾃｯｸ錠 硫酸ｵﾙｼﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 喘息治療･気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで)
10 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成 精神神経安定剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9402変更
10 Asahi ABT10 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ柴胡桂枝湯FCｴｷ

ｽ錠医療用
ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱｸﾁﾅﾐﾝ 塩化ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ 10mg 第一製薬 胃腸機能改善剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 TKS 117 TKS117 10mg:10mg 裸錠 黄～橙黄 有 ｱﾃﾞﾘｰﾙ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝性強心剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
10 ADEROXAL10mg 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾛｷｻﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9104中止
10 KI 3333 ADO-10:MECT KI-3333 裸錠 橙黄 有 ｱﾄﾞﾅﾐﾝC錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg ﾒｸﾄ 血管強化･止血剤 9111中止

10 ADV 10mg ADV 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾄﾞﾊﾞｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0905中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 AJ1 10 AJ1 10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾃﾚｯｸ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 味の素製薬-持田製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

10 裸錠 白 有 ｱｰﾚﾙ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9909中止 9604社名変更
10 裸錠 帯黄白 有 ｱﾚｷﾞｻｰﾙ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 田辺三菱製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
10 AL10:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ]

AL10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄)，裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 糖衣錠 薄橙 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整

脈治療剤，本態性振戦治
療剤

旧ﾋｰﾄ(1008迄)

10 RY RY 10：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 睡眠障害改善剤 旧ﾋｰﾄ(0504迄)，ｱﾓﾊﾞﾝ錠
7.5(ｺｰﾄﾞが同じRY)との識
別性向上

10 AND10 裸錠 淡黄 無 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 三亜製薬 代謝性強心剤 9208中止
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10 CG 207 ANF10:CG 207 ANF10 糖衣錠(三角
形)

白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄）

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

帯赤灰 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載，記号(AO10)削除

10 AP10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱﾌﾟｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 不整脈治療剤 99中止 970711収載
10 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠10mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg(ﾛﾌｪﾌﾟﾗ

ﾐﾝとして)
第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ裏変更，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

10 CG 102 10mg：CG102 10mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄ表APR10削除
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠10mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 第一三共 持続性高血圧･狭心症治

療剤 慢性心不全治療剤
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

体割線追加，ｺｰﾄﾞ印刷→
刻印，ｻｲｽﾞ変更

10 131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 940708
収載

10 Sc271 ASO10：10mg 裸錠 黄 有 ｱｿｻﾞｰﾄ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 高血圧治療剤 0811中止
10 TSU021 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾅｼﾛｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 鶴原製薬 α ，β 受容体遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(0810頃迄)，製造

販売元変更に伴い(新:日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)

10 PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)

10 PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1105迄)

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾄﾘﾌﾟﾀｰﾙ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 帝三製薬 情動調整剤 0011中止
10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 97ﾋｰﾄ

10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

10 A Z 裸錠 白 有 ｱｺﾐｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0810ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

10 AZ 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
10 軟ｶﾌﾟｾﾙ(細長) 橙 ｱﾀﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾀﾞﾗｰﾄ) 0202
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 LEVITRA 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠10mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

10mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして）

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載

10 HOE DHG:10 HOE DHG10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ10mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1007中止 0306ﾋｰﾄ表
10mg追加

10 Sc 211 BEN10 裸錠 淡橙 有 ﾍﾞﾝｿﾞｷｼﾝ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 血圧降下剤 0003中止
10 Sc 103 Sc103 10mg  BET10：

10mg
裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠10mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 10mg 三和化学研究所 精神神経用剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠)，
0602本体ｺｰﾄﾞ記載
0306SP→PTPへ，10mg
追加 9706変更(Sc103追

10 糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠10mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 0109商品
名変更(旧:ﾊﾞﾗﾝｽ錠)

10 MO350 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 持田製薬 止血剤 9509中止

10 BMS 371 BMS371 10 裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0902迄)，製造販
売元変更に伴い(新:ｱﾙﾌ
ﾚｯｻﾌｧｰﾏ)

10 MO 257 裸錠 黄 有 ﾋﾞｵﾚｲﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 持田製薬 代謝性強心剤 9511中止
10 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺｰﾄ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日清製薬 鎮痙剤 9508中止
10 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵｾﾞｯｸｽ腸溶錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg わかもと製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9009中止
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10 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)
9706ﾋｰﾄ変更

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9601
ﾋｰﾄ裏変更 94本体刻印

10 BX 10 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

10 BX 10 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断剤 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾊﾞｷｿｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
持続性抗炎症･鎮痛剤 03頃ﾋｰﾄ変更 0304大正

富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
N10)削除 920529収載

10 BZ10 裸錠 薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
10 C10 裸錠(口腔内速

溶錠)
白 無 ｸﾗﾘﾁﾝﾚﾃﾞｨﾀﾌﾞ錠10mg ﾛﾗﾀｼﾞﾝ 10mg MSD・塩野義製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ) 0908本体ｺｰﾄﾞ追

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙
型)

くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠10mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 10mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載

10 錠剤 淡黄 有 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
元変更に伴い(前:第一三
共)

10 CG 119 10mg:10mg CG119 糖衣錠 淡黄 無 ｶﾄﾞﾗｰﾙ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続型血管拡張降圧剤 0812中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
表CAD10削除 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CAD10削除)

10 KN CBC 10 裸錠 橙赤 有 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ錠10｢ｺﾊﾞﾔｼ｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 10mg 小林化工 止血剤 9204中止
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾓﾌﾟｿｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0102中止 9808ﾋｰﾄ変更
940708収載

10 CH 10 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾙﾅｰﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
10 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ

塩酸塩錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｫﾙﾍﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

10 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

H2受容体拮抗剤 030704収載

10 裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

10 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠10mg「ﾁｮｰｾｲ」)

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
10

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠10mg｢

ﾁｮｰｾｲ｣
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，

田辺製薬販売
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠10mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

消炎酵素剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｾﾌﾗﾀｰｾﾞ錠10)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

10 糖衣錠 薄橙 無 ｾｵﾉﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0712本体ｺｰﾄﾞ追加

10 CG 124 CIB10:CG 124 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9710ﾋｰﾄ
裏変更(CIB10削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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10 CK CK 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢AFP｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
10 0:PT 324 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺｰﾄﾘﾙ錠)
10 CL 10 CL10 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢SN｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
10 裸錠 黄～橙黄 有 ｺｴﾝｻﾞQ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大日本製薬 心筋代謝賦活剤 9610中止
10 CQ010 CQ010 裸錠 淡黄 有 ｺﾘﾏｹﾞﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 共和薬品工業 代謝性強心剤 9503中止
10 10 TTS-150 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 920710収載
10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

10 ZE 01:10 CS10 ZE01:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ｃa拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

0212ﾋｰﾄ変更 920710収
載

10 M211 CS-10 裸錠 白 有 ｸﾛｻｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 模範薬品研究所 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9201中止
10 IW 03 CT10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｲ

ﾜｷ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 岩城製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

10 EE 24:D 10 EE24 10mg:EE24 10 口腔内崩壊錠 白～淡黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢
EMEC｣

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

081107収載

10 DEC 10 DEC10：DEC10 10mg 裸錠 黄 有 ﾃﾞｶﾝﾄｲﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工，三和
化学研究所

代謝性心賦活剤 0803中止 0711三和化学
中止

10 HOE DHG:10 HOE DHG10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ10mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1007中止 0306ﾋｰﾄ表
10mg追加

10 DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大興製薬 消化管運動改善剤 9904中止 980710収載 大
洋のﾀﾞﾘｯｸ錠(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ)と
ｺｰﾄﾞ同じ

10 DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞﾘｯｸ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 消化管運動改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄) 大興
のﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞ
ﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9807ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

10 10 DP-10 裸錠 淡青 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠10｢日ｱﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ｱﾙﾂ製薬 抗不安剤 9705中止
10 DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞﾘｯｸ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 消化管運動改善剤 旧品名(090324ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ

錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
大興のﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10(ﾄﾞﾝ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ

10 糖衣錠 淡赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
10 DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 消化管運動改善剤 090324収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞﾘｯｸ錠10)
大興のﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10(ﾄﾞﾝ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ

10 DPT010 DOJ 裸錠 白 無 ﾄﾞﾉﾎﾟﾝ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 同仁医薬化工 鎮痙剤 中止
10 DK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾘｯｶｰ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ 消化管運動改善剤 0110中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
微黄赤～淡
黄赤

ﾃﾞｶｿﾌﾄ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬

代謝性強心剤 旧ｺｰﾄﾞ(0512頃迄) 0107
製造元社名変更(前:日清
製粉)

10 糖衣錠 橙 無 ﾉｲｷﾉﾝ糖衣錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9604ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

10
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

10 ZE 07 EC10 ZE07:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0305ﾋｰﾄ変更 980710収
10 EC10 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾄﾌﾗｼﾞﾝ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 進化製薬 血圧降下剤 9409中止
10 EKT-10 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ柴胡桂枝湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ

薬品
漢方製剤 070706収載(商品名変

更，前:ｶﾈﾎﾞｳ柴胡桂枝湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

10 M135 EL-10 裸錠 黄～橙黄 有 ｴﾚｸﾘｯﾄ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 模範薬品研究所 強心剤 9008中止
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10 Sc 290 Sc290 10mg ELL10：
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤 03頃ﾋｰﾄ変更（Sc290裏
から表，裏商品名記載）
980710収載

10 糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠10mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
10 T-31 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄

赤
ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

10 239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

10 裸錠 白 有 ｲﾋﾟﾉﾃｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

10 EPX-10 158 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9411本
体刻印

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾟﾗﾝ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 富山化学工業 平滑筋攣縮緩解･微小循
環改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9705本
体印刷 9512ﾋｰﾄ裏商品
名記載

10 EZ10 裸錠(長円形) 白 有 ｾﾞﾁｰｱ錠10mg ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg MSD・ﾊﾞｲｴﾙ薬品 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰ
ﾀｰ阻害剤，高脂血症治
療剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)，ﾋｰﾄ裏記号変更

10 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 0812ｺｰﾄﾞ変更
10 f:10 SD:TKS303 裸錠 白 無 ｼｰﾃﾞﾘﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 帝国化学産業-杏林製薬 乳癌治療剤 9903中止 900713収載
10 TYK03 FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧ﾋｰﾄ 98ﾋｰﾄ変更(FAD10

追加) 裏商品名記載
10 TSU086 10mg: FAD10

10mg耳:FAD10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 FAD錠10mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:FAD10(ﾂﾙﾊ
10 FAD10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾗｼﾞﾚﾝD錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg ｲｾｲ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9503中止
10 FC10 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄白 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢

FC｣
ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，富士製薬工業
免疫抑制剤 060707収載

10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載
10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9712ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 FG 10 FGT-10 [ｼｵﾉﾏｰｸ]:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日

本薬品工業
H2受容体拮抗剤 030704収載

10 F 11 FGD-10：10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ H2受容体拮抗剤 050708収載
10 FG 10 FGT-10 [ｼｵﾉﾏｰｸ]:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日

本薬品工業
H2受容体拮抗剤 030704収載

10 FJ 10 腟錠 白 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ腟錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲｼｼﾞﾝ腟錠)
0411本体ｺｰﾄﾞ刻印

10 FLV 10 FLV10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢三和｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-三和化学研究
所

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

10 FMT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 FMT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ H2受容体拮抗剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
10 FS D10 FS-D10 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱﾘｰﾄﾞ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 扶桑薬品工業 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載

10 FS N10 FS-N10 裸錠 白 有 ﾆｺﾙﾀﾞ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 扶桑薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ，商品名(010706ﾆ
ｺﾙﾀﾞ錠250mg収載)

10 FS P10 FS-P10 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40m｢ﾌｿｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾒﾃﾞｽ錠)

10 FS P10 FS-P10 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾒﾃﾞｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 0608中止，販売名変更に
伴い(新:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ﾌ
ｿｰ｣) 8805本体刻印
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10 W 310 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1010本体ｺｰﾄﾞ追加
10 FZ 28 FZ28 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾅﾛﾝｸﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性Ca拮抗降圧剤 1011中止 1002販売元変

更(前:ｷｯｾｲ薬品)，ﾋｰﾄ若
干変更

10 FZ 12 FZ12 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄｶﾞｰ錠10 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ H2受容体拮抗剤 1104中止
10 裸錠 白 無 ｱｸﾃﾞｨｰﾑ10 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 酵素製剤 9309中止
10 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠10 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg あすか製薬-武田薬品工

業
脳循環代謝改善剤 0808ﾋｰﾄ表mg追加 0207

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 糖衣錠 白 無 ｱﾗﾓﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静 9309中止
10 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾀﾝ糖衣錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 鎮痙剤 9507中止
10 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾀｰ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1003ﾋｰﾄ若干変更
10 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞｽﾀｰD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1009ﾋｰﾄ若干変更 0504

社名変更(合併)
10

GaOD10mg
口腔内崩壊錠 微帯緑白～

帯緑白
無 ｶﾞｽﾀｰOD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 山之内製薬 H2受容体拮抗剤 0007中止  970627収載

10 裸錠 橙 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

10 糖衣錠 黄 無 ｶﾞﾙﾀF10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 9909中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

10 GS:FC1 GSFC1:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0208ｺｰﾄﾞ変更

10 HC903 10:HC903 Thiaton 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 北陸製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9701ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

10 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾛﾐﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0802ﾋｰﾄ表10mg追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾓｸﾛﾐﾝ錠)

10 MO 451:10 MO451 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠10mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 10mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10 糖衣錠 灰緑 無 ﾋﾒﾛﾝK1錠10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0308中止 010706収載(商
品名の変更 前:ﾋﾒﾛﾝK1

10 Sc470 HOM10：10mg 裸錠 白 有 ﾎﾏﾀﾞﾓﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0811中止
10 HT10C 糖衣錠 白 無 ｿﾗｷｵﾅｰﾄ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 堀田薬品合成 抗不安剤 99中止
10 HT 10D HT10D 裸錠 微黄白 有 ﾚｸﾞﾗｽ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 堀田薬品合成 自律神経調整剤 9708中止 950707収載
10 HT 10F HT10F 30 裸錠 白 有 ｻﾗﾐﾝﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 堀田薬品合成 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 99中止 980710収載
10 CAP HT10H 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠HT12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 堀田薬品合成 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 中止 970711収載
10 HT 10I HT10I ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｼﾞｬｽﾄ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 堀田薬品合成 虚血性心疾患治療剤 0001中止
10 HT10K 糖衣錠 白 無 ｱｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 堀田薬品合成 Ca拮抗性降圧剤 中止
10 HT10R ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾝﾌｨﾛ錠 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
堀田薬品合成 可溶性の非ｲｵﾝ性鉄剤 99中止 9701本体刻印削

除 940708収載
10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐

黄(白帯)
ﾋﾎﾟｶ10mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

10 耳:HYD-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾄﾞﾗﾌﾟﾛﾝ錠 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0607中止
10 IC 10 IC-10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｹﾊﾟｸﾙL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｲｾｲ 持続性Ca拮抗剤(高血

圧･狭心症治療剤)
000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載

10 IC-426 10 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠10｢ｲｾｲ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｲｾｲ 消炎酵素剤 9502中止 93ｺｰﾄﾞ追加
10 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ

ﾈｶ薬品)
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

10 ICI421 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

10 TSU 268 TSU268 10mg 耳:ISDN
10mg

裸錠 白 無 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠(ﾂﾙﾊﾗ) 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 鶴原製薬 血管拡張剤 10中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ追
加 9612ｺｰﾄﾞ化

10 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 940527
収載
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10 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 9807ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10 SD215 JAXONIN10 裸錠 白 有 ｼﾞｬｸｿﾆﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 昭和薬品化工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9104中止

10 JD 10 JD10 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾍﾟｲﾄﾝ錠100 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載 (以前販売さ
れていたﾍﾟｲﾄﾝ錠100は
成分；ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ)

10 JD 010 JD-010 糖衣錠(腸溶
性)

白 無 ﾍﾓﾅｰｾﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰ
ﾙ

20000J.D.U.
，10mg

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 痔疾患<内服>治療剤 1103本体ｺｰﾄﾞ追加 堀井
薬品工業とﾋｰﾄ異なる

10 JD 010 HR205 糖衣錠(腸溶
性)

白 無 ﾍﾓﾅｰｾﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰ
ﾙ

20000J.D.U.
，10mg

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬-堀井薬品
工業

痔疾患<内服>治療剤 1109頃本体ｺｰﾄﾞ追加 ｼﾞｪ
ｲﾄﾞﾙﾌ製薬とﾋｰﾄ異なる

10 JG C10 JG C10 10:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢JG｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
10 JG E10 JG E10 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢JG｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
10 JG F10:100 JG F10 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢JG｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

10 JG G10:1 0 JG G10 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢JG｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘｸﾚｲﾝ錠10単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10単位 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 循環系作用酵素製剤 0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ） 010907収載
(規格表示変更)

10 K 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 KAI10 糖衣錠 白 無 ｶｲﾁｰﾙ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 三和化学研究所 鎮痙剤 9512中止
10 KAL10:10mg 裸錠 白 有 ｶﾘｱﾝﾄ錠10 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 全星薬品工業 冠動脈拡張剤 0602中止 0308ﾋｰﾄ変更

0112SP→PTP，ﾋｰﾄ
KAL10追加 9910ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

10 KB D10 DC10 裸錠 黄～橙黄 有 ﾃﾞｶｽ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 強心剤 9812中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 KB SP 10 SP10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ固
溶体

0011中止 9612ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 KB SP-R10 SP-R 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持
効性製剤

旧ｺｰﾄﾞ 9612ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 KB TT1 TT10 裸錠 白 無 ﾃﾗﾁｰﾑL10 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

9807中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 裸錠（長円形） 白 有 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠10mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和 10mg ｷｯｾｲ薬品工業 速効型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進 040423収載
10 KH 010 KH010 30mg：30mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｸﾄ錠30 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾙﾃｸﾄ錠)

10 KH205 KH205 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾉｲｸｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 協和発酵工業 代謝性強心剤 0309中止 0112ﾋｰﾄmg追
加 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10 KH211 KH211 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾊﾟﾙﾋﾟｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 佐藤薬品工業-協和発酵
工業

高血圧症･狭心症治療剤 9511中止

10 KH105 KH105 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾍﾞﾉｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 協和発酵ｷﾘﾝ 睡眠調整剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

10 MKC 092:10 MKC092 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾙﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 血管拡張性β 1遮断剤 1010製造販売元変更(前:
田辺三菱製薬)

10 KMT010 DOJ 裸錠 黄 有 ｶﾐﾙﾚﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 同仁医薬化工 代謝性強心剤 中止
10 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ錠 ｾﾝﾅｴｷｽ 40mg 興和新薬 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9702ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 KP 264 裸錠 黄～橙 無 ｶﾙﾃﾞｨｯｸ･Q錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 杏林製薬 うっ血性心不全用剤 0312中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 KP 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｮｰﾘﾅｰｾﾞ錠10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 杏林製薬 消炎酵素剤 0006中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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10 KP 117 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠<<ｷｮｰ
ﾘﾝ>>10mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309頃中止 97ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 KW 332:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｽﾛｰ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0711本体記号332追加

10 KW:385 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 0105ﾋｰﾄ裏商品名記載
920710収載

10 KW OM10 10：KWOM10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10mg「ｱﾒﾙ」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

10 Kw RA10 Kw RA10 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 KW TAN:10 10:KW373 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢ｱﾒﾙ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

10 KY 10 KY10 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0704社名変更(前:科薬)
0512ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い

10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄味赤/黄赤 ｹｰﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9110変更

10 KYO 10 KYO10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾍﾙﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 京都薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 9707ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 940708収載

10 裸錠 黄 無 ｷｭｳﾃﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 代謝性強心剤 8906中止
10 n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 970711収載 日医工のｺﾘ

ﾈｰﾙL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

10 n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

10 L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

10 L 10 NFL L10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9407承
継 920710収載

10 L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 9710
ﾋｰﾄ変更

10 L 10 267 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 中北薬品 高血圧･狭心症治療剤 02中止 9807製造元変更
(中北薬品実績なし)

10 L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

10 L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業･科薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0201
ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

10 L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0704販売会社社名変更
(前:科薬) 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変
更

10 L10 10mg:IW 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｲﾜｷ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 岩城製薬 消炎酵素剤 9202変更
10 L I 裸錠 白 有 ﾘｼﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物

として)
大洋薬品工業 持続型ACE阻害剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

10 CG 216 LIO10:CG 216 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9803ﾋｰﾄ
裏変更(LIO10削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠10mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 血行動態改善型降圧剤 0504社名変更(合併)
10 裸錠(蝶型) 白 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠10mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 裸錠 白 有 ﾘｼﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg わかもと製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0212中止 9805ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 CG:203 LUD10:CG 203 LUD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 8904色変
更(前:淡橙)

10 LYS10 耳:LYSOZYME
CH 10mg

裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 9706中止
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10 M 010 M010:M010 400 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠400mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠
400)

10 M 010 M010:M010 400 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(090515ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ
錠400mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802ｺｰﾄﾞ変更，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

10 10M 10M SCHERING:10mg 裸錠 白 有 ﾀｽｵﾐﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝ錠)，ﾋｰﾄ裏MPI405削

10 Th 123 Th123 MAP10:MAP10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 四環系抗うつ剤 9808中止 940708収載
10 MERCK 010 MERCK010

400:MERCK010 400mg
裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾒﾙｸ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0801迄)，社名変

更に伴い 0607社名変更
10 M H:10 MH323:MH323 裸錠(四角形) 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｼﾉﾒﾙｸ錠10)

10 MJ T-0010 微粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ

微黄白～淡
黄白

ﾌﾟﾚﾀﾐﾗﾝ微粒状軟ｶﾌﾟｾﾙ
100(分包)

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 1g分包 森下仁丹 抗血小板剤 0411中止 020705収載

10 MK 10：2 裸錠 淡橙 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工-明治製菓 血圧降下剤 040709収載

10 MK 10：2 MK10 2mg 裸錠 淡橙 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工 血圧降下剤 040709収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

10 10 裸錠 白 無 ﾐｻｲﾗｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg わかもと製薬 消炎酵素剤 0212中止 9805ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 MPI 220 MPI220：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 不整脈治療剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表10削

10 MPI 215 MPI215:10mg 糖衣錠 白 無 ﾆｺﾃﾞｰﾙ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 Ca拮抗性降圧剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0207ﾋｰﾄ表10削

10 MO261 MO261 裸錠 白 無 ﾒｻﾉﾛﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 持田製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 0707中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10 MS P10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾝｾﾍﾟﾝP錠 ﾌﾟﾛﾋﾟｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 125mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9007中止
10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｴﾅﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ(10mg) ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本新薬 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ製剤 0212中止 9610ﾋｰﾄ記号

削除，表商品名記載(ｶﾀｶ
10 n 158:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日医工 脳循環代謝改善剤 0901本体ｺｰﾄﾞn158追加

0405ﾋｰﾄ変更
10 10mg:AstraZeneca

ZNC220-N10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ

薬品)，中止
10 裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日本新薬 消炎酵素剤 050610収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠)
10 裸錠 黄 有 ﾅﾌﾞﾛﾐﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg わかもと製薬 代謝性心疾患治療剤 0105中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 NC M10 NCM10:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
10 NCN-10 135 裸錠 黄 有 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 9002中止 薬価削除
10 NCP EB NCPEB 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ

ﾌｧｰﾏ
持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 NCP ED NCPED 10mg:10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 NC R10 NCR10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢ｹﾐﾌｧ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 ND 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 ND 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
10 NET010 DOJ 裸錠 白 有 ﾈｵｸﾛﾌｨﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 同仁医薬化工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 中止
10 ZE 101 ZE101 NFL10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業･三和化学

研究所，沢井製薬
持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

050708収載
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10 Sc 221 Sc221 NIR10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾚｰﾅ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 高血圧･狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更
（Sc221裏から表へ）

10 Sc 212 Sc212 NIR-L10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾚｰﾅL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤､高血
圧･狭心症治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更（Sc212裏
から表） 9605ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 NK 7421 10 NK7421 10 10:NK7421 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞｽﾀﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ｳﾍﾞﾆﾒｸｽ 10mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｽﾀﾁﾝ10ｶﾌﾟ
ｾﾙ)

10 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

微黄赤～淡
黄赤

ﾃﾞｶｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

代謝性強心剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｶｿﾌﾄ)

10 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0404中止 0210ﾋｰﾄ変更
9712ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9604社名変更

10 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0908中止

10 TYK182 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940708収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（02頃まで） 9712
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

10 糖衣錠 淡黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠10mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 10mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0110本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

10 糖衣錠 黄橙 無 ﾉﾌﾞﾘｳﾑ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9207中止
10 NOLVADEX 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ)
0408ｺｰﾄﾞ変更

10 NP 258:10 NPI-258 10mg:10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢NP｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･ｻﾝﾄﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
10 NP 010 10mg:NP-010 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠

10mg｢NP｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 NPI:10 NPI-219B ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾝﾃｰﾙ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業 循環機能改善剤 9902中止 900713収載
10 NPI P10 NPI-P10 10mg：NPI-P10

10
裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
1102ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加等

10 EISAI NQ010 10mg:10 EISAI NQ010 裸錠 黄～橙黄 有 ﾉｲｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9604ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

10 NR10：NR10 裸錠 白 無 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠10 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選
択性阻害剤

0409中止 931126収載 割
線に見える模様あり

10 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

10 N S NS 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｼｪﾄﾗｿﾞｰﾅ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬 持続性Ca拮抗剤 1004ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
10 n NT10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 0211ﾋｰﾄ変更，10mg追

加，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 970711収載

10 NTR 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 NTR 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
10 NU LANZYME-10 裸錠 白 無 ﾗﾝﾁｰﾑ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日水製薬 消炎酵素剤 0111中止
10 NVR 10 10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ10mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ

ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)
0612本体ｺｰﾄﾞ変更

10 NY 314 NY314 10mg:10mg 糖衣錠 白～黄み白 無 ｶﾁｰﾌN錠10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg 日本製薬-武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾁｰﾌN錠，
5mgと10mgが同じ品名

10 EISAI NZ010 10mg:EISAI NZ010 裸錠 白 無 ﾉｲﾁｰﾑ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9910製造元変更  9704
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 OH-157 10mg:10mg 糖衣錠 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉﾙ錠 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大原薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤 本態性振戦治療

0712中止 940708収載

10 OH UD10 OH-UD-10 裸錠 黄 有 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10｢ﾎｸｴｲ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大原薬品工業 代謝性強心剤 9511中止
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10 OH-UDH-10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10｢ﾎｸｴ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大原薬品工業 代謝性強心剤 9403中止
10 OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ 10:OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ

10
10mg OH-238:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠10mg｢

ｵｰﾊﾗ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ

ﾌｧｰﾏ
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 OI8 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 04頃中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
ｺｰﾄﾞ再記載等

10 OI-3 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡灰桃 無 ﾌﾟﾗｽﾀｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 中止
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9202まで)
10 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 富山化学工業 消炎酵素剤 9604中止
10 O.S B-10 O.S-B10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾊｲｽﾄ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血管拡張性降圧剤 9804中止
10 O.S-HT10 10mg:10 10mg 糖衣錠 橙 無 ﾊｰﾄｼﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 代謝性強心剤 0711中止
10 O.S SN O.S-SN:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｽﾅｰﾎﾞ錠10 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血管障害改善剤 9804中止 920710収載
10 O.S ST10 O.S-ST10 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

10 M131 OZ-10 糖衣錠 白 無 ｵｿﾞﾝﾀﾑ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 模範薬品研究所 抗不安剤 8708中止
10 P 10 TTS-370 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg

｢ﾀｶﾀ｣
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠10)
10 P 10 TTS-370 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 旧品名(090925ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ

塩酸塩錠10mg｢ﾀｶﾀ｣に変
更) 050708収載

10 裸錠 白 有 ﾏｲｽﾀﾝ錠10mg ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ 10mg 大日本住友製薬･ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

抗てんかん剤 03頃ﾋｰﾄ変更 000502収
載，ﾋｰﾄ商品名記載(表:ｶ
ﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

10 P10 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ｲﾜｷ｣
10mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 岩城製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0511中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
裏IW削除等 9111変更

10 C-31A 10 C-31A･10 10:10 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

10 裸錠 黄 有 ﾊﾟﾙﾋﾞﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 参天製薬 代謝性強心剤 9309中止
10 PCM-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｼｶﾑ錠10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 正和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9403中止 920710収載
10 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗性降圧剤 0504社名変更(合併)
10 BMS 371 PE 10 裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで) 910315

収載
10 PKT10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾌﾟｹｯﾄｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 全星薬品工業-全星薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0706中止 0210ﾋｰﾄ変更
10 PM10 糖衣錠 青 無 ﾊﾟﾑﾈｰｽ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 東邦新薬 抗不安剤 9203中止
10 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾒﾁﾝ錠10 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 10mg 山之内製薬 消化器機能異常改善剤 0005中止 9709ﾋｰﾄ裏変
10 PMT010 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾄﾞｰｼﾞﾝPM錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 同仁医薬化工 肝臓疾患治療剤 99年頃中止
10 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ｺﾀ

ﾆ｣
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0210迄） 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

10 糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
10 SD240 PROTE-10 裸錠 類白 有 ﾌﾟﾛﾃﾉﾛﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 昭和薬品化工 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 9308中止
10 PT576:10 裸錠 白 無 ﾅｰﾍﾞﾝ錠 ﾁｵﾁｷｾﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神病治療剤 9909中止
10 裸錠 白～微帯黄

白
有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠10mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 10mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9707ﾋｰﾄ

裏変更
10 PY 10 糖衣錠 極薄橙 無 ﾋﾟﾘﾁｱﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東京田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9410中止
10 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9704ﾋｰﾄ

裏変更
10 PYR10 耳:PYRIDOXAL P

10mg
糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 三和化学研究所 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9706中止

10 YD 048 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 99中止
10 YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 代謝性強心剤 1012日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止

0910陽進堂中止 0210本
体ｺｰﾄﾞ化 日医工とﾋｰﾄ異
なる

10 KTB RB10 KTB RB10 裸錠 黄橙 有 ﾗｺﾋﾞｰﾙ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 寿製薬 代謝性強心剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｺﾋﾞｰﾙ錠)

10 RE10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾗﾀﾞﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg ｲｾｲ 鎮痙剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾗﾀﾞﾝ錠｢ｲｾ
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10 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 910823
収載

10 RM 10 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 抗不安剤 9504中止
10 ROCHE 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 催眠鎮静剤 9504中止
10 ROCHE 176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 持続性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｾﾉｰﾙ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

10 10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ10mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)
0307ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

10 S･AD 10 S･AD10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 S･ｱﾄﾞｸﾉﾝ錠10 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

10mg 白井松新薬 血管強化･止血剤，放射
線障害治療剤

9906中止 9605ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 SANKYO 232 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-
CoA還元酵素阻害剤)

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更など 9609ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 SYT017 裸錠 淡黄 無 ｻﾝｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 三恵薬品 代謝性強心剤 0809中止
10 SC123-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽｺﾋﾟﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0010中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠10 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1203中止
10 KI SN SEN-10:KI-2188 糖衣錠 白 無 ｾﾉﾝ糖衣錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾒｸﾄ 代謝性強心剤 9806中止
10 Sc281 Sc281 SER10:Sc281 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所 経口B型慢性肝炎治療剤 9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 940826収載
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ

化 951124収載
10 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9604社
名変更

10 SL 10 SL10 10 裸錠 薄桃 有 ｾﾘｰｽ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9306まで) ｾﾚｶﾙ
錠20と本体ｺｰﾄﾞ同じ

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(99まで) 9511ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 富山化学工業 止血剤 9604中止

10 M308 SP-10 糖衣錠 白 無 ｼｰｸｽﾐﾝP錠(10mg) ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9103中止
10 KB SP 10 SP10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ固

溶体
0011中止 9612ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾘｺﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 9912中止 9709ﾋｰﾄ裏変
10 糖衣錠 極薄紅 無 ｽﾙﾓﾝﾁｰﾙ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 塩野義製薬 抗うつ剤 0308本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
10 SR 10:JTP JTP-SR10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾛﾄｰﾝ錠10mg 塩酸ｱｻﾞｾﾄﾛﾝ 10mg 日本たばこ産業-鳥居薬 5-HT3ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ(制吐剤) 0903大鵬薬品工業中止
10 SRB 10 SRB10 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠

10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｻﾝﾄﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

10 Sc281 10 Sc281:Sc281 SRC-10
10

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所-山之内
製薬

経口B型慢性肝炎治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9704ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940826収載

10 SVT10 糖衣錠 白 無 ｾﾞｸﾋﾞﾀﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 森下ﾙｾﾙ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9004中止
10 SW 010 SW-010 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｷｻﾌﾛｰﾙ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 0302ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707
収載

10 SW 921 SW 921 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱｾﾒｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤 本態性振戦治療
剤

02ﾋｰﾄ10mg追加 98～99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-ACE10)
削除
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10 SW 083 SW-083 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL
錠10mg｢ｻﾜｲ｣に変更) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AT10)削

10 SW C10：10 SW-C10 10mg：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
10 SW CTR 10 SW-CTR10 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

10 SW E10:10 SW-E10:10 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 SW ES:10 SW-ES10:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

10 SW F10:10 SW-F10:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

1003頃本体裏10追加(味
もﾒﾝﾄｰﾙからｵﾚﾝｼﾞﾖｰｸﾞﾙ
ﾄへ変更) 060707収載

10 SW-008:SW-FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 FAD錠10｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 90中止
10 SW MX10:10 SW-MX10:10 mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
10 SWNF CR10 SW-NF CR10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠10mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧･狭心症治療剤
060707収載

10 SW 225 SW-225 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10)

10 SW 027 SW-027 10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ
ﾙﾝ10)

10 SW PPV 10 SW-PPV10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg｢ 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 沢井製薬 尿失禁･頻尿治療剤 060707収載
10 SW RZ10 SW-RZ10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ｻ

ﾜｲ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

10 SWTDS 10 SW-TDS10:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢ｻﾜｲ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安剤 080704収載

10 SYD-10:MECT KI-2172 裸錠 白 有 ｼﾄﾞﾙｰｾﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒｸﾄ 狭心症･不整脈治療剤 9310中止
10 SYT010 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾊﾞｿﾞﾝ30錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 三恵薬品 止血剤 0409中止

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾁｰﾑ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

10 t 10:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

10 T130 糖衣錠 白 無 ｵｸｿﾗﾚﾝ錠10mg ﾒﾄｷｻﾚﾝ 10mg 大正製薬-大正富山医薬
品

尋常性白斑治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｸｿﾗﾚﾝ錠)
0305ﾋｰﾄ変更，商品名表
から裏等

10 SW 338 SW-338 10:10mg 裸錠 橙黄 有 ｶｲﾄﾛﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 沢井製薬 代謝性強心剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｲﾄﾛﾝT10)
0001本体刻印追加 98ﾋｰ
ﾄ裏記号(T10 SW-KA)削

10 T10 TTS-234 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止
10 TA 104 裸錠 薄橙 無 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠10 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 10mg（ｸｴﾝ酸

ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮咳剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

10 TA 106 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾅ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

対血管薬剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ｱﾄﾞﾅ
(AC-17)錠(10mg)）

10 TA 131 裸錠 白 有 ｶﾙｸﾞｰﾄ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 心機能改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

10 TA 136:10 裸錠 白 有 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠10 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0206ﾋｰﾄ変更
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10 TA 133:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾘｵﾝ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘｵﾝ錠10)
0710社名変更（前：田辺
製薬）

10 TBP397 TBP397 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｳﾃﾞｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 0012中止
10 TBP 266 TBP266 10mg 裸錠 黄橙 有 ｳﾃﾞｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 0707中止
10 TBP 208 TBP208 裸錠 白 無 ﾊﾟﾝﾘｰﾌ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 東菱薬品工業-扶桑薬品

工業
乳癌治療剤 0712中止

10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢TY｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血管拡張剤 9611中止
10 TC 271:10 TC271 10mg:TC271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9703ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
10 TC 22:10 10mg:10mg TC22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝ錠10 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 10mg 大鵬薬品工業 H2受容体拮抗剤 0503ﾋｰﾄ変更
10 ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

白
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

10 ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで) 9704
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10 TIGASON 10 ROCHE 10mg ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 角化症治療剤
Tigason10)削除 9910本
体変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

10 KC 22 KC22 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙｰｻｰ 塩酸ﾌﾞﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 科研製薬 β 受容体遮断性狭心症
治療剤

0305中止 98ﾋｰﾄ変更
(TLS10削除)

10 TLT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾁﾙﾄﾘｱ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0407中止 960705収載
10 TM10mg 裸錠 黄～橙黄 有 ﾄﾘﾃﾞﾐﾝ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｲｾｲ 代謝性強心剤 旧品名，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612

迄)，商品名変更に伴い
(新：ﾄﾘﾃﾞﾐﾝ錠10mg)

10 TMX C10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾃ
ｲｺｸ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0909中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
070706収載

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

10 CG 209 TOF10:CG 209 TOF10 糖衣錠(三角
形)

灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0211迄)

10 Tw 732 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

10 Tw 727:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070706収載

10 TO YO:10 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
10 TI TP-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲﾍﾟﾗﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾒｸﾄ 自律神経剤 96中止 9503製造元変更
10 ZE 13 ZE13 TS10:10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾁｵｽﾀｰ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 全星薬品工業-全星薬

品，ﾏｲﾗﾝ製薬
H2受容体拮抗剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
10 MO 232:10 MO232 裸錠 白 無 ﾃｽﾁﾉﾝ錠10mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 10mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10 010 TSU010 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾃﾈｼﾞﾝ錠50mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ
剤･精神活動改善剤･ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ症候群治療剤

0908商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ｼﾞﾝ50)

10 TSU 010  TSU 010 TSU010 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵｰﾈｽSZ配合ｶﾌﾟｾﾙ 鶴原製薬 消化酵素剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｰﾈｽSZｶﾌﾟｾ

10 Tu 010 Tu NR-010 裸錠(楕円形) 淡黄 有 ﾈﾙﾛﾚﾝ錠｢10｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 催眠鎮静剤
10 Tu-AS 10 TuAS-10 10:TuAS-10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱｽﾓｯﾄ錠10mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
10 Tu BC-10 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｾﾁﾛﾝ糖衣錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 辰巳化学 鎮痙剤 96中止
10 Tu-CR 10 TuCR-10：TuCR-10

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10「ﾀﾂﾐ」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 辰巳化学・日医工，日本

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
持続性高血圧・狭心症治
療剤

050708収載

10 Tu ET-10 裸錠 黄～橙黄 有 ｴﾐﾄﾛﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 辰巳化学 代謝性強心剤 0707中止
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10 Tu ET-10 糖衣錠 黄 無 ｴﾐﾄﾛﾝ糖衣錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 辰巳化学 代謝性強心剤 96中止
10 Tu-FU 010 Tu FU-010 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｲﾌﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続型脳血管障害改善 9905中止 940708収載
10 Tu-GS 10 Tu GS-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ｹﾞｽｺﾘﾙ錠10mg ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 辰巳化学 持続性消炎･鎮痛剤 0603中止 960705収載
10 Tu-HA 10 Tu HA-10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾄﾞﾄﾞﾘﾝ錠｢10｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 辰巳化学 消化管運動改善剤 960705収載
10 Tu HF Tu HF-010 糖衣錠 白 無 ﾎﾌﾊﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾓﾙﾌｧﾝ 10mg 辰巳化学 非麻薬性鎮咳剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾌﾊﾞﾝ錠)
0210本体ｺｰﾄﾞ追加

10 Tu-HT 10 TuHT-10 10mg:TuHT-10
10mg

糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢TCK｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

10 Tu L10 Tu LT-10 糖衣錠 淡黄 無 ﾘﾄﾗｰｾﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続型血管拡張降圧剤 01頃中止 980710収載
10 Tu-MH 10 TuMH-10 10:TuMH-10

10mg
裸錠 淡黄 有 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10｢ﾀﾂﾐ｣ 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 辰巳化学 持続性Ca拮抗降圧剤 0908中止 060707収載

10 Tu MR･010 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾏﾘﾎﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 辰巳化学 高血圧･狭心症治療剤 0704中止

10 Tu-MR 10 Tu MR-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒 白 有 ﾒﾄﾛｰﾑ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠障害改善剤 980710収載
10 Tu NB-010 糖衣錠 白 無 ﾈﾌﾞｽﾝ錠10mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 辰巳化学 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0911中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ﾈﾌﾞ
ｽﾝ錠)

10 Tu NL-010 糖衣錠 淡緑 無 ﾈﾎﾞﾛﾛﾝ錠 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 辰巳化学 抗不安剤 9912中止
10 Tu PA･010 Tu PA･010 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾊﾟﾗｱﾘﾅｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝB1･6･12剤 96中止
10 Tu-SA 10 Tu SA-10:Tu SA-10 裸錠 薄桃 有 ｽﾊﾟｼｵｰﾙ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 辰巳化学 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
000707収載

10 Tu-SG 010 Tu SG-010 裸錠 白～微黄白 無 ｿｼｹﾞｰﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 辰巳化学・日本ｹﾐﾌｧ，ﾒﾙ
ｸ製薬，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

乳癌治療剤 0809日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
0803日本ｹﾐﾌｧ中止 0712
ﾒﾙｸ製薬中止 0708辰巳
化学中止

10 Tu-TJ 10 TuTJ-10:TuTJ-10 10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾀﾂｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 辰巳化学 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

050708収載

10 Tu-TM 10 TuTM-10 10mg：TuTM-
10 10mg

裸錠 帯黄白 有 ﾀﾂﾓｰﾙ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載

10 Tu-TP 10 TuTP-10:TuTP-10 10mg 裸錠 微紅 有 ﾀﾂﾌﾟﾗﾐﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

1101ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
0904ｱｲﾛﾑ製薬中止

10 TVT010 DOJ 糖衣錠 淡赤 無 ﾄﾗﾋﾞﾉﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 同仁医薬化工 血圧降下剤 中止
10 Tw 010 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾌﾛﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 東和薬品 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
10 Tw AC 糖衣錠 薄橙 無 ｱﾛﾁﾉﾝ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉﾝ錠)

10 Tw B10 Tw.VB6-P-10
耳:Tw.VB6-P-10

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

10 Tw.FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄）
10 Tw L10 Tw.LY10 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 東和薬品 消炎酵素剤 92中止
10 Tw:10 Tw.NF.L10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 040709収載，品名変更に

伴う（前：ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠10）
10 Tw 10 Tw.NS10:10 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1006迄) 900713

収載
10 Tw.OZ10 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠10｢ﾄｰﾜ｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 東和薬品 抗不安剤 94中止
10 Tw.PAL 10 Tw.PAL10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾊﾟﾙﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 鎮痛消炎剤 900713収載
10 Tw.Q10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾗｻﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 95中止
10 Tw.QT10 糖衣錠 橙黄 無 ﾗｻﾈﾝ錠･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 旧ｺｰﾄﾞ（0208頃迄）
10 Tw SMT Tw.SMT 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾀﾝ 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 東和薬品 自律神経用剤 0511中止 0211本体ｺｰﾄﾞ
10 Tw.TDS10 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲﾁｱ10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
10 TXP-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾖｷｻﾋﾟﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 消化管鎮痙･微小循環改

善剤
9401中止

10 TYK219 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤/本態性振戦治療

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10)

10 TYK10 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾒﾄﾝ糖衣錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 大正薬品工業 自律神経剤 9210中止
10 TYK B-10 TYK284 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲﾆﾛｰﾄﾞ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗剤
10 10 TY10NF 10:TOYOBO 二層錠(長円 淡帯赤黄/白 無 ﾆﾄﾛﾌｨｯｸｽ10 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 東洋紡績-ｷｯｾｲ薬品工 徐放性狭心症治療剤 0501中止 940415収載
10 裸錠 白 無 ﾜｸﾞﾏﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9106中止
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10 UC 10 UC211SV 裸錠 黄 有 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠SV10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 進化製薬 代謝性強心剤 9603中止
10 253 UDR-10 糖衣錠 黄 無 ﾕﾋﾞﾚｶﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 代謝性強心剤 中止
10 UPJOHN 10 UPJOHN 10 裸錠（楕円形） 淡紫 無 ﾊﾙｼｵﾝ0.125mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg ﾌｧｲｻﾞｰ 睡眠導入剤 0304販売社名変更（統合

に伴い） 0212SP包装表
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
9609販売元社名変更
900713収載

10 RY Wf-AM10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504迄) 0006ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

10 ZC Wf-AM10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-田辺三菱
製薬

睡眠障害改善剤 0712中止 0710社名変更
（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
0504本体ｺｰﾄﾞ変更(前：

10 YA:10 YA922 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾗﾋﾟｱｰｾﾞ10mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg ﾔｸﾙﾄ本社-日本化薬 消炎酵素製剤 0207中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載 900713収載

10 RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 Y AP10:10 Y-AP10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾊﾟﾐﾝ錠10mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 10mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 精神神経安定剤 0205中止 0110社名変更
10 Y BL10 Y-BL10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲﾛﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 田辺三菱製薬 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
10 Y CA:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
10 Y CA:10 Y-CA10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg 田辺三菱製薬 組織ACE阻害型降圧剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変更
10 Y CF10 Y-CF10 10mg：Y-CF10

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾌｪｸﾄﾝ錠10mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）な

10 Y CR10 Y-CR10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｸﾚﾐﾝ錠10mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03頃ﾋｰﾄ変更

10 Y HU10 Y-HU10 糖衣錠 紅 無 ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ糖衣錠10mg 塩酸ｸﾛﾍﾟﾗｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ糖衣
錠)

10 Y:IM 10 Y-IM10 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ｲﾐﾄﾞｰﾙ糖衣錠(10) 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 抗うつ剤･遺尿症治療剤 旧本体(0501迄) 0304ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ裏から表へ 0110社
名変更

10 Y IM10 Y-IM10 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ｲﾐﾄﾞｰﾙ糖衣錠(10) 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 抗うつ剤･遺尿症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0601頃承継
(長生堂より)

10 10 KL072 耳:YOHSAN10 裸錠 黄～黄橙 無 葉酸錠｢ｺﾀﾞﾏ｣10 葉酸 10mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 葉酸製剤 9311中止
10 Y OM10 Y-OM10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞﾝ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 田辺三菱製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0208ﾋｰﾄ裏記
号削除

10 Y PA10 Y-PA10 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｰｷﾝ糖衣錠(10) 塩酸ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0509製造販
売元変更，承継に伴い
(長生堂より)

10 Tw:239 Y-PER10 10:Tw239 Y-
PER10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 東和薬品-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

消化管運動改善剤 0111中止 960705収載

10 10:Y-PUK10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾌﾟｹｯﾄｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 全星薬品工業-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ
吉富

ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0012中止 980710収載

10 Y RZ10 Y-RZ10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰｾﾞ錠10mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 田辺三菱製薬 心身安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0306ﾋｰﾄ変更

10 Y RZ:10 Y-RZ10 10 糖衣錠 白 無 ﾘｰｾﾞ糖衣錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 吉富製薬 心身安定剤 9808中止
10 ZE 09 Y-SOM10 10mg:ZE09 Y-

SOM10
裸錠 白 有 ｿﾙﾑﾌﾘﾝ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ

ﾄﾞ､吉富薬品
本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0203中止 990709収載

10 ICI 201:10 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載 14錠ﾋｰﾄ表に曜日
記載

10 ZBN ZBN 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾊﾞ錠10mg ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 030912収載
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10 ZC ZC 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-日医工 睡眠障害改善剤 1009販売元変更(前:ｻﾉﾌｨ
ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ)

10 ZE10  ZE10 KASR:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄSRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

徐放性虚血性心疾患治
療剤

0811本体ｺｰﾄﾞ変更

10 10mg:ZENECA 219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変
更(社名変更により)

10 ZNC 201:10 10mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変
更 14錠ﾋｰﾄ表に曜日記

10 ZNC 421 10 ZENECA 421 耳:ZENECA
421 10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｾﾞﾈｶ薬品 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

10 ZP06 10 ZP06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｸｼﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg 塩酸ﾋﾟﾙﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 気管支拡張剤 9606中止 890601変更
10 623

GlaxoSmithKline
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･

ｽﾐｽｸﾗｲﾝ
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
10 ﾁﾜﾝ 10mg SW-345 SW-345 10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 沢井製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1012本体ｺｰﾄﾞﾁﾜﾝ10mg

追加
10 裸錠 青 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠10 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0112中止
10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄褐 無 MSｺﾝﾁﾝ錠10mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 10mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤
10 10 SANKYO 107 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

10 SANKYO 129:10 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠10mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 睡眠導入剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)

10 SANKYO 117:10 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共)
10 SANKYO 221:10 裸錠 白 有 ﾌﾞｸﾏﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞｸﾓﾛｰﾙ 10mg 三共 不整脈･狭心症治療剤 01春頃中止予定
10 KP 305 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 気管支喘息，脳血管障害

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(0306迄) ，本体商
品名記載，ｺｰﾄﾞ削除

10 KN 204 KN204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｺﾊﾞﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

10 糖衣錠 白～帯黄白 無 10mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤
10 裸錠 白～黄みの

白
有 10mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
10 裸錠 淡黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載，

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

薄灰ﾋﾟﾝｸ 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

10 LEVITRA 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠10mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

10mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして）

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載

10 裸錠 淡紅 有 ﾊﾞｲｼﾘﾝ錠 ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾍﾞﾝｻﾞﾁ 20万単位 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9911中止
11 n 011 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾌﾟﾘｰﾙ錠25 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 日医工 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0402ﾋｰﾄ変更 970711収
11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0302製造元変更 0201ﾋｰ

除等)
11 HYZ 11 HYZ11　2 裸錠 白 有 ｹﾞﾙｿ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
0404中止 010706収載

11 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ 徐放性鉄剤 0108中止(日本医薬品工
業へ販売移管)

11 RY-11.B.150 RY-11.B.150
150mg:150mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ pH作動型鎮痛･消炎剤 0903中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾅﾐ
ﾝSR150)

152 / 332 ページ



11 RY-11.B.150 RY-11.B.150：150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-中外製薬 pH作動型鎮痛･消炎剤 0712中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾅﾐ
ﾝSR150) ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ
のものとﾋｰﾄ異なる

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9702ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

11 裸錠 白 無 ﾆﾌﾞﾛﾐﾝA錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 精神安定剤 9304中止
11 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾈﾛﾛ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 抗めまい剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

11 BMD 11:2.5 BMD11 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢BMD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬) 090515収

11 C-11A 2 C-11A・2：2 裸錠 白 有 ｿﾅｺﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0303ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ追加等 0012ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC2削

11 C-11A 3 C-11A・3：3 裸錠 黄緑 有 ｿﾅｺﾝ錠3 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0303ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ記載等 0009ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC3削

11 C-11A 5 C-11A・5：5 裸錠 黄 有 ｿﾅｺﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0210ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ記載等 0103ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC5削

11 C-11D APD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡黄 ｱﾛﾋﾟｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 中外製薬 消炎鎮痛剤 9109中止 中外のｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ
錠(ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ，中止)と
同じｺｰﾄﾞ

11 C-11D APD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 中外製薬 消炎鎮痛剤 9104中止 中外のｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ(ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ，中
止)と同じｺｰﾄﾞ

11 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢CH｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(1005ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更) 0909
商品名変更(前:ﾗｲｾﾙﾃｯｸ
錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

11 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005商品名変更(前:ｵｷｻ
ﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢CH｣)

11 裸錠 白 有 ﾗｲｾﾙﾃｯｸ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0909ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢CH｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中

11 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝSP ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ﾏﾙｺ製薬 解熱･鎮痛･消炎剤 0402中止 0304ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載 9805ﾋｰﾄ
変更

11 EE 11：10 EE11 10mg:10 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾞﾛｽﾀｰM錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤 0307販売
11 F 11 FGD-10：10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ H2受容体拮抗剤 050708収載
11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾓﾋﾟｼﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg ﾏﾙｺ製薬 消炎鎮痛剤 9109中止
11 FF 11:25 FF11:25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

25mg｢FFP｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

11 FJ11:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(0610迄)
030704収載

11 FJ 11 50mg  FJ 11 50mg FJ11 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 0610ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄも若
干変更(表50mg追加等)

11 FN11A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｾﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

脳代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

11 FN11B 糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃｰｽ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

11 FS-R11 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ﾛﾜﾁﾝ”ｶﾌﾟｾﾙ” 扶桑薬品工業 尿石症治療剤 1010中止(0909の回収措
置に伴い) 精製テルペン
製剤
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11 FZ 11 FZ11 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄｶﾞｰ錠5 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ H2受容体拮抗剤 1103中止
11 GS:K11 GS K11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾞｫﾘﾌﾞﾘｽ錠2.5mg ｱﾝﾌﾞﾘｾﾝﾀﾝ 2.5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ｴﾝﾄﾞｾﾘﾝ受容体拮抗薬 100917収載
11 2 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾏﾙｺ製薬 広域精神身体平衡剤 旧本体ｺｰﾄﾞ（0212～0306

にかけて） 9807ﾋｰﾄ変更
11 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 広域精神身体平衡剤 1010中止 0310ﾋｰﾄ変更，

裏ｺｰﾄﾞ記載等 0212～
0306本体ｺｰﾄﾞ変更，2削

11 H D:011 HD-011 12.5mg:12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾄﾌﾟﾛﾝ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0304社名変更（前：菱山
製薬），ﾋｰﾄ変更 970711

11 OH 110 OH-110 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾅｽ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

100528収載

11 HT11C 糖衣錠 白 無 ｿﾗｷｵﾅｰﾄ20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 堀田薬品合成 抗不安剤 9307中止
11 HT11D HT11D 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼｰﾀｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 堀田薬品合成 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0001中止 980710収載
11 HT 11I HT11I ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾗｼﾞｬｽﾄ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 堀田薬品合成 虚血性心疾患治療剤 中止 920710収載
11 HT 11K HT11K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾛｰﾈ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 堀田薬品合成 脳循環代謝改善剤 9810中止 920710収載
11 HT11M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾘﾀｼﾞｬｽﾄNｶﾌﾟｾﾙ 堀田薬品合成 総合消化酵素剤 9204中止
11 HT11R 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-堀田薬品合 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0003中止 940708収載
11 5 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾏﾙｺ製薬 広域精神身体平衡剤 9510中止
11 JG 11 JG11 5:5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬(口
腔内崩壊錠)

091113収載

11 JG F11 JGF11 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠
100mg｢JG｣

ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0801発売

11 裸錠 白 無 ｲﾝﾋﾞﾙｽ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾏﾙｺ製薬 脳代謝･精神症状改善剤 8904中止
11 K 11 K11 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
旧ｺｰﾄﾞ(1003迄) 明治製
菓とﾋｰﾄ異なる

11 K 11 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ｺｰﾄﾞ(1005迄) 000707
収載 小林化工とﾋｰﾄ異な

11 KB 11N100 裸錠 白 無 ﾉﾌﾞｹﾞﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 解熱･鎮痛･消炎剤 9807中止 97ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

11 KC 11 KC11 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg 科研製薬 結核化学療法剤 9707ﾋｰﾄ変更(TEB250削
除)

11 KCI 11 KCI11 330mg:330mg 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 協和化学工業･日本新
薬，ｼｵｴ製薬，ﾏｲﾗﾝ製
薬，丸石製薬，健栄製薬

制酸･緩下剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴ

11 KP 011 KP-011 500mg:500mg 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠500mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 杏林製薬 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾝﾀｻ錠500)

11 KTB 11 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉富
薬品

末梢性神経障害治療剤 0112中止 8710本体追加

11 KTB 11 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬-杏林製薬 末梢性神経障害治療剤 0105中止 ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

11 KTB 11 KTB-11 0.5mg:0.5mg 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 末梢性神経障害治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

11 KW 011:25 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 共和薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0703中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

11 KWP 11 KWP-11 裸錠 白 有 ｳｲｸﾛﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 8906中止
11 KY 11 KY11 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/

白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ250mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0704社名変更(前:科薬)
0512ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い

11 L-11 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾘｽﾄﾐﾝS ｾﾐｺﾊｸ酸ﾌﾞﾄｸﾀﾐﾄﾞ 200mg ﾗｲｵﾝ 睡眠ﾘｽﾞﾑ調整剤 0111中止
11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘﾌﾀｰ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心身安定剤 1007ﾋｰﾄ若干変更 0906

製造販売元社名変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

11 裸錠 黄 有 ｽﾘﾝﾀﾞｸ錠100｢ﾏﾙｺ｣ ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0803中止 0301ﾋｰﾄ変更，
裏商品名，記号記載
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11 MK 11 MK11 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003ｺｰﾄﾞ変更，錠剤小型
化 明治製菓とﾋｰﾄ異なる

11 MK 11 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1005ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更 小林
化工とﾋｰﾄ異なる

11 MS 011:0.1
mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢明治｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 明治製菓 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

11 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾋﾟﾍﾟﾀﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0412中止 9806ﾋｰﾄ変更
900713収載

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｾﾛﾝ錠8mg 塩酸ｲﾝｼﾞｾﾄﾛﾝ 8mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾔｸﾙﾄ本
社

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 040618
収載

11 NS 11 NS191：50mg 糖衣錠 白 無 ﾎﾏﾗｲﾄ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日新製薬 筋緊張･循環改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0906迄)
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾏﾗｲﾄ錠)

11 NS 11 NS11 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 ﾎﾏﾗｲﾄ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日新製薬・第一三共ｴｽ 筋緊張･循環改善剤 0906ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
11 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾋﾟﾍﾟﾀﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 1009中止 9807ﾋｰﾄ変更

900713収載
11 PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)

11 PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1105迄)

11 PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1105ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

11 PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 非麻薬性鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9405まで)

11 PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠)

11 PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

11 RY-11.B.150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ･中外製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤
削除) 97ﾋｰﾄ変更
(MenSR150削除)

11 RY-11.A.50 RY-11.A.50：50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾅﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0508中止 0212ﾋｰﾄ表ｺｰ
ﾄﾞ追加

11 裸錠 白 無 ｱﾙｾﾛｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性消炎･鎮痛剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ変
更 9802ﾋｰﾄ変更 940708

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾅ錠10mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 10mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾅ錠) ﾊﾞﾗの

11 SB11 SB11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾄﾘﾙ錠1mg 塩酸ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ 1mg 中外製薬 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ，形状(0407頃迄)
0210製造販売元変更
9709ﾋｰﾄ裏変更(KYT削
除)，表裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

11 SH 011 SH(赤) 裸錠 橙 有 ﾏｽﾁｯﾄ ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 昭和薬品化工 降圧利尿剤 9211中止
11 SN 11 SN-11 裸錠 極薄紅 有 ﾌﾞﾃﾛﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝﾗｲﾌ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0106承継(ﾒﾄﾞｳｪﾙ大正よ

り)，ｻﾝﾗｲﾌ製造販売実績
なし 990709収載

11 SW 011 SW-011 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｷｻﾌﾛｰﾙ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707収

11 SW-011:SW-PI30 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾄﾞﾋﾟﾄﾞﾝ30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 92中止
11 SW 11 SW-11 15mg:15 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗｿﾌﾟﾗﾝOD錠15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 090515収載

11 SYT011：100mg 裸錠 白 無 ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ錠「三恵」 ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 三恵薬品 結核治療剤 0912中止 0503SP→PTP
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11 裸錠 白～微黄白 無 ﾄﾛﾝﾍｲﾑ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 自律神経調整剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 0912中止 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
11 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢TY50｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血管拡張剤 9611中止
11 TG011 12.5mg 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
冠血管拡張剤 1004ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

11 TKS 11 TKS11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈﾘｵｼﾞﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

解熱消炎剤 9910中止 9902ﾋｰﾄ変更
(NE削除)，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

11 TR11 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

極薄黄～薄
黄

ﾚﾐｯﾁｶﾌﾟｾﾙ2.5μ g 塩酸ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ 2.5μ g 東ﾚ-鳥居薬品 経口そう痒症改善剤 090313収載

11 TSU 011 TSU011 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾃﾈｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 鶴原製薬 抗A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ
剤･精神活動改善剤･ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ症候群治療剤

0908商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ｼﾞﾝ100)

11 Tw 011
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾉﾍﾞｼﾞｰﾙ錠100mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 060707収載

11 TX 11 TX11 250mg:TX11 裸錠 白 無 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠250mg｢
TX｣

酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg ﾄﾗｲｯｸｽ 制酸･緩下薬 060707収載

11 TYK11:10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大蔵製薬-大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 02頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9303製造
元変更

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ZJ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 101119収載

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙｼﾞｻｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ﾏﾙｺ製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更 0605頃日
医工のみ中止

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙｼﾞｻｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾏﾙｺ製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更 0609日医
工のみ中止

11 裸錠 白 無 ｼﾞﾒﾄｯｸｽ錠1 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

持続性心身安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 0305ﾋｰﾄ変更（裏

11 裸錠 薄橙 有 ｼﾞﾒﾄｯｸｽ錠2 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

持続性心身安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 070706収載

11 YD 011 SYT019 裸錠 黄 無 ｽﾋﾟﾗｸﾄﾝ錠25mg｢三恵｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 三恵薬品 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

1007本体ｺｰﾄﾞ追加 ﾖｳﾗｸ
ﾄﾝ錠25と本体ｺｰﾄﾞ同じ

11 YD 11:25 YD11 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢YD｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 陽進堂 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

11 YD 011 YD011 裸錠 黄 無 ﾖｳﾗｸﾄﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0906本体ｺｰﾄﾞ追加 ｽﾋﾟﾗｸ
ﾄﾝ錠25mg｢三恵｣と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌｪﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0611頃中止 040709収載
11 ZE 11 ZE11 100mg:100mg 裸錠 白 有 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠

100mg｢ZE｣
ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業･高田製薬 肝･胆･消化機能改善剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｼｷｺｰﾙ錠)，
ﾋｰﾄ記号変更(SKC→

11 ZE 11 裸錠 白 有 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠
100mg｢ZE｣

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｷｺｰﾙ錠)
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11 ZE 11 ZE11 SKC:100mg 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業･高田製薬 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

11 ZE 11 Y-SK100 100:Y-SK100
ZE11

裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

肝･胆･消化機能改善剤 0201中止 960611販売

11 ZE 11 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾘﾌﾟﾗｽ錠100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ｴｼｯｸ 精神分裂病･うつ病治療 中止
11 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 長生堂製薬 冠血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 0804製

造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

11 BZ5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
11 BZ10 裸錠 薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
11 裸錠(楕円形) 薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 9801ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
11 BZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
極薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 9805ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
11 裸錠(楕円形) 白 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 010706収載(商品名の変

更 前:ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠)
12 OG 70 OG70 12mg:12mg 裸錠 黄 無 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠12mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 12mg 大塚製薬 抗精神病薬 070615収載
12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0403錠剤小型化 0302製

造元変更 0112ﾋｰﾄ変更

12 糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｻﾝﾄﾞ･三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠)，
ﾋｰﾄ表12追加

12 糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｻﾝﾄﾞ･三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠)，
ﾋｰﾄ表12追加

12 糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

陽進堂-日医工 緩下剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾙ錠) 陽
進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸとﾋｰﾄ
異なる

12 t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧品名(080620ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

12 TYK 08 TYK08 12mg 糖衣錠 暗赤 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日本化薬

便秘治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加

12 SW 157 SW-157:12mg 糖衣錠 桃 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠12mg｢ｻﾜｲ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

沢井製薬 緩下剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ｻ
ﾜｲ｣)，ﾋｰﾄ裏12mg追加

12 t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅ
ｶﾉ｣)，ﾋｰﾄ若干変更

12 FS N12 FS-N 12:250mg 裸錠 白 無 ﾆｺﾙﾀﾞ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 扶桑薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0905中止 010706収載(商
品名の変更，前:ﾆｺﾙﾀﾞ

12 12mg：12mg PSN 糖衣錠 帯黄暗赤 無 ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠)

12 裸錠 薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠12 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 12mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表12追加等
990507収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

12 PH 120:12 PH120 12mg：12mg 裸錠 白 有 ﾐﾀﾎﾟｯﾌﾟ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ めまい・平衡障害治療剤 0912中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾐﾀ
ﾎﾟｯﾌﾟ12)
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12 TYK55 12mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
0012本体ｺｰﾄﾞ追加

12 TSU866 12mg:12mg 糖衣錠 桃 無 ﾘﾀｾﾝﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

鶴原製薬 緩下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾀｾﾝﾄﾞ)

12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 9702ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
910524収載

12 Asahi ABT12 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ柴胡加龍骨牡蠣
湯FCｴｷｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

12 BMD 12:5 BMD12 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢BMD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

12 12 BM116SV 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ12mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 進化製薬 抗めまい剤 9403中止
12 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)

9706ﾋｰﾄ変更
12 12C:10mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更
12 C-12C C-12C:5 裸錠 白 無 ﾄﾋﾟｶｲﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg 中外製薬 胃粘膜局所麻酔剤 0403中止 0210ﾋｰﾄ変更

0010ﾋｰﾄ変更(SP→PTP，
TK削除，表裏商品名記

12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾓｽｹﾞﾝS錠50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 抗痙縮剤 9406中止
12 DK 012 DK012 25mg:DK012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾞｲｽﾊﾟｽ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0806ﾋｰﾄ表25mg追加等

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｽﾊﾟｽ錠)

12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾓｽｹﾞﾝS錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬 抗痙縮剤 9310中止
12 EE 12：20 EE12 20mg:20 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾞﾛｽﾀｰM錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤 0307販売
12 EKT-12 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ柴胡加竜骨牡蛎湯

ｴｷｽ錠
大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ柴胡加竜骨
牡蛎湯ｴｷｽ錠)，社名変
更に伴い

12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘﾌﾟﾛｲﾄﾞ錠10mg ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 鎮痙剤 1011中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

12 FC12 FC12 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ
200mg｢FC｣

塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 0812中止 060707収載

12 FF 12:50 FF12:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢FFP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

12 FJ12:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)
0311本体ｺｰﾄﾞ追加

12 FJ12:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)
0311本体ｺｰﾄﾞ追加

12 FJ12 100mg FJ12 100mg FJ12 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 0805ﾋｰﾄ表100mg追加
0510本体ｺｰﾄﾞ変更

12 FS-E12 0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ0.25)

12 FS-S12 糖衣錠 赤 無 ｼﾝｾﾛｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 扶桑薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9909中止
12 FS-V12 FS-V12 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾘｱｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 扶桑薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810中止 900713収載
12 FZ 12 FZ12 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄｶﾞｰ錠10 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ H2受容体拮抗剤 1104中止
12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾊﾟｷｼﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 筋緊張改善剤 9809中止 940708収載
12 HC 012 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾛﾐﾝP錠20 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 北陸製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9712中止 9611ﾋｰﾄ変更
12 HT 12D HT12D 裸錠 白～淡黄白 有 ｾﾞﾐﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 堀田薬品合成 筋緊張緩和剤 中止 970711収載
12 KJ:50 HT12K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶﾘｼﾞｬｽﾄ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 堀田薬品合成 循環障害改善剤 旧ﾃﾞｰﾀ 0003承継(陽進堂

へ) 9911中止 920710収
12 HT 12L HT12L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾎﾞﾗﾎﾞﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 堀田薬品合成 気道粘液調整･粘膜調整

化剤
9502中止 900713収載
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12 HT12M 糖衣錠 桃 無 ﾘﾀｾﾝﾄﾞ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

堀田薬品合成 緩下剤 0002中止(0003鶴原製薬
へ承継) 9703ﾋｰﾄ表変更

12 HT12R 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-堀田薬品合 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0003中止 940708収載
12 HYZ 12 HYZ12 裸錠 白 有 ﾒｷﾝﾃﾙ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 不眠症 麻酔前投薬 0108中止　000707収載
12 KI 1166 ISN-12:MECT KI-1166 裸錠 白 有 ｲｾﾅﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ﾒｸﾄ めまい･平衡障害治療剤 98中止
12 糖衣錠 橙 無 ｴﾌﾄﾛﾝ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 大腸機能異常治療剤 0606中止
12 JG 12 JG12 12.5:12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢JG｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
101119収載

12 JG F12 JGF12 50mg 50:50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢JG｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗血小板剤 1011発売
12 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼｰﾀｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0809中止 0306ﾋｰﾄ変更

0101販売 00承継(堀田薬
品合成より)

12 KC 12 KC12 125mg：125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾌﾞﾄｰﾙ125mg錠 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg 科研製薬 結核化学療法剤 9709ﾋｰﾄ変更(TEB125削
除)

12 KCI 12 KCI12  250mg：250mg 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 協和化学工業･日本新
薬，ｼｵｴ製薬，ﾏｲﾗﾝ製
薬，丸石製薬，健栄製薬

制酸･緩下剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴ

12 KW 012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ錠25mg 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 共和薬品工業 抗うつ剤 990709収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

12 KWP 12 KWP-12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｸﾞﾅﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 虚血性心疾患･脳血管障
害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9507まで)

12 KY 12 KY12 ﾄﾛｰﾁ 橙 無 ｱｸﾛﾏｲｼﾝﾄﾛｰﾁ15mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 15mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 口腔用ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生
物質

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｸﾛﾏｲｼﾝﾄﾛｰ

12 MCI 012 MCI012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾅｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg 三菱化学-藤沢薬品工業 脳血管性精神症状改善
剤

9805中止 9702ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

12 MK 12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50「MEEK」 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 小林化工-明治製菓 抗真菌剤 040709収載
12 MK 12 MK12 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50「MEEK」 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 小林化工 経口抗真菌剤 040709収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
12 裸錠 白 有 ﾒｼﾞﾅﾛﾝ-S錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ めまい･平衡障害治療剤 8906中止
12 裸錠 白 有 ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9502

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
12 MS 012:0.2

mg
裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢明治｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 明治製菓 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

12 n 012 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾌﾟﾘｰﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日医工 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0307ﾋｰﾄ変更（12.5mg追
加等） 970711収載

12 NO 12 裸錠 白 無 ﾅｵｷｼｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 帝三製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 0112中止
12 NS 12 NS142 糖衣錠 黄 無 ﾆﾁﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日新製薬 筋弛緩･抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0406迄，0406

ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除) 0310本体
ｺｰﾄﾞ追加

12 NS 12 NS12 100:100mg 糖衣錠 黄 無 ﾆﾁﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日新製薬 筋弛緩･抗痙縮剤 0907ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
12 12 OH-121 裸錠 白 無 ﾋｽﾀﾁﾝ錠12 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大原薬品工業 鎮暈剤 9511中止
12 PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)

12 PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

12 PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

12 PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9406まで)

12 PT B12 PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9509ﾋｰﾄ
裏商品名記載

12 PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

12 S12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾈﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾌﾟﾛﾘｼﾞﾝ 1mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) ﾊﾞﾗ包装
のみ 0505田辺製薬より
承継(承継前のｺｰﾄﾞは
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12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾈﾝ錠1mg 塩酸ﾄﾘﾌﾟﾛﾘｼﾞﾝ 1mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾝ錠) ﾊﾞﾗ
包装のみ

12 SJ 12 SJ12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｸﾞﾅﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 幸和製薬 虚血性心疾患･脳血管障
害治療剤

96中止 9604社名変更
9507変更

12 SPI 012:10 SPI012 10mg:10mg 裸錠（長方形） 白 有 ﾘﾋﾃﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 新日本薬品 持続性ACE阻害剤 03中止 020705収載，ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

12 SW 012 SW-012 25：25mg 糖衣錠 黄 無 ｱﾘｱﾛﾝF錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0911中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-AAF25)削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

12 SW 12 SW-12 30mg:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗｿﾌﾟﾗﾝOD錠30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 090515収載

12 SYT012 裸錠(ｶﾌﾟﾚｯﾄ型) 灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾘﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 三恵薬品 合成抗菌剤 04頃中止
12 t 12 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載 腸溶性の粒
を含む

12 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｴﾄﾘｿﾞﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 筋弛緩剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
12 TG 012 TG012 25mg:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
冠循環改善剤 0912ｺｰﾄﾞ変更

12 TSU 012 TSU012 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱｲﾃﾞｲﾄ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 鶴原製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
12 Tu PS-12:Tu PS-12

12mg
糖衣錠 暗赤褐 無 ﾌﾟﾙﾉｻｲﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg（ｾﾝﾉｼ

ﾄﾞA・Bｶﾙｼｳ
ﾑ塩として）

辰巳化学 緩下剤 040709収載

12 Tw 012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾉﾍﾞｼﾞｰﾙ錠50mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 060707収載
12 Tw 309 糖衣錠 茶褐 無 ﾍﾟﾝｸﾙｼﾝ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

東和薬品 緩下剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾍﾟﾝｸﾙｼﾝ

12 TwCOB μ
μ g

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ500μ g｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 東和薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12
収載(商品名変更に伴
い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰ

12 Tw.COB12C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ｺﾊﾞﾗｴｰｽC ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 92中止
12 Tw M12 Tw.MNT12 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･12 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 東和薬品 めまい治療剤
12 Tw VB12M Tw.VB12･M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤
12 Tw 307 Tw.VB12･M500 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212頃迄) 0208刻

印追加 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

12 TX 12 TX12 330mg:TX12 裸錠 白 無 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg｢
TX｣

酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg ﾄﾗｲｯｸｽ 制酸･緩下薬 060707収載

12 TYK12 20mg 糖衣錠 黄 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 大蔵製薬-大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 02頃中止 9303製造元変
更

12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ZJ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 101119収載

12 裸錠 黄 有 ﾊﾞｽｸﾗｰﾄ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 血管拡張剤 9612中止
12 PH343 糖衣錠 赤 無 ﾌﾞｲ12 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0406中止
12 YD 12:50 YD12 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

50mg｢YD｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 陽進堂 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

12 YD012 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ﾖｳｼﾞｸｽ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 陽進堂 合成抗菌剤 0809中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾖｳ
ｼﾞｸｽ錠)

12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾘﾌﾟﾗｽ錠200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ｴｼｯｸ 精神分裂病･うつ病治療 中止
12 裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 020705収載(商

品名変更 前:ｹｾﾗﾝ錠)
12 裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠1 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
12 裸錠 薄橙 有 ｹｾﾗﾝ錠1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
12 裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠3 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
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12 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0912迄) 0804製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

12 裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠1mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 旧ｺｰﾄﾞ
12 裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠1mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
12 裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠2mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 旧ｺｰﾄﾞ
12 裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠2mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 9711ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
12.5 n 012 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾌﾟﾘｰﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日医工 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
0307ﾋｰﾄ変更（12.5mg追
加等） 970711収載

12.5 n 094 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 990709収載
12.5 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 長生堂製薬 冠血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 0804製

造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

12.5 TG011 12.5mg 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

冠血管拡張剤 1004ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

12.5 C 1 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701) 970711
収載 ﾋｰﾄ裏一般名記載

12.5 C 1 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
12.5 Tw 113 Tw113 12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄｰﾜ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
旧品名(080620ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ
錠12.5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
970711収載

12.5 SW 203 SW-203 12.5:12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5｢SW｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 沢井製薬 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
薬

010706収載(商品名変更
以前:ｶﾌﾟﾄﾛﾝ錠12.5)

12.5 Tw 113 Tw113 12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾌﾟﾄｰﾜ錠

12.5 SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ・ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)第一三
共と同じﾋｰﾄへ変更 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

12.5 KN 291 KN291 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾙﾅ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 小林化工・ﾏｲﾗﾝ製薬，全
星薬品

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

12.5 SW 073 SW-073 12.5 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾛﾝ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 沢井製薬 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0109中止(商品名変更
新:ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5｢SW｣)

12.5 TYK271 12.5:TYK271
12.5mg

裸錠 白 有 ｺｰｶﾌﾟﾄ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大正薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0707中止

12.5 YD 054 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾌﾟﾘﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 小林薬学工業 ACE阻害剤 陽進堂のｵﾝﾌﾙｰﾙ錠
12.5mg(ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

12.5 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧剤 97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

12.5 SW 217 SW-217 12.5:12.5 裸錠 白 有 ｾﾎﾞﾁｰﾙ錠12.5 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載

12.5 TP 183 12.5mg TP-183:12.5mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾌﾟﾘﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  970711収載

12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

微黄 有 ﾈｼｰﾅ錠12.5mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 12.5mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

12.5 糖衣錠 淡黄 無 ﾌｪﾙﾋﾞﾃﾝ錠12.5mg ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 日本新薬 唾液分泌促進，肝･胆疾
患利胆剤

0911中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｪﾙ
ﾋﾞﾃﾝ錠)

12.5 PER12.5:12.5mg 糖衣錠 赤 無 ﾍﾟﾙﾐﾙﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 全星薬品工業 冠血管拡張剤 0802中止
12.5 NF 221 NF221 12.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢AFP｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
101119収載

12.5 JG 12 JG12 12.5:12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢JG｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

101119収載
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12.5 TYK462 12.5mg:12.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

101119収載

12.5 KW 673 12.5:KW673 12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

12.5 SW 57 SW-57:12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤橙 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

12.5 M 125 M125 12.5mg:M125
12.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

101119収載

12.5 n 038 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

12.5 TBP 226 12.5:TBP226 12.5 裸錠 白 有 ﾒﾙｶﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 東菱薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 中止 970711収載
12.5 GSMZ1 12.5 GSMZ1 12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠12.5mg ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞｵﾗﾐﾝ 12.5mg(ｴﾙﾄﾛ

ﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞとし
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口血小板増加薬/ﾄﾛﾝ

ﾎﾞﾎﾟｴﾁﾝ受容体作動薬
101210収載

12.5 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 山之内製薬 冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
12.5 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 長生堂製薬 冠血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 0804製

造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

12.5 AGL12.5mg 糖衣錠 橙赤 無 ｱｼﾞﾘｰｽ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｲｾｲ 冠血管拡張剤 0001中止
12.5 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
12.5 裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

12.5 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

12.5 CT CT 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｻﾝﾄﾞ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0711頃中止 060707収載
(商品名変更に伴い，前:ｶ
ﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠｢ﾍｷｻﾙ｣
12.5mg) 0604ﾋｰﾄ裏記号

12.5 TSU263 12.5mg:12.5mg 糖衣錠 赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠12.5mg｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 鶴原製薬 冠循環改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠
(ﾂﾙﾊﾗ))

12.5 M424 DR-12.5 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞﾙｯｸ錠S ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 模範薬品研究所 冠血管拡張剤 9210中止
12.5 裸錠 黄 無 ｼﾞﾋﾞﾀｰﾙ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 冠血管拡張剤 9310中止
12.5 糖衣錠 赤 無 ﾌｧｽﾀｰ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大原薬品工業 冠血管拡張剤 9511中止
12.5 糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9508中止
12.5 O.S-HS12.5 12.5mg：

12.5mg
糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0905中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
12.5 PE12.5:12.5mg 糖衣錠 橙赤～赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠
12.5) 0207ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

12.5 Pfizer STN12.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤褐/濃赤
褐

ｽｰﾃﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ12.5mg ﾘﾝｺﾞ酸ｽﾆﾁﾆﾌﾞ 12.5mg(ｽﾆﾁ
ﾆﾌﾞとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗悪性腫瘍剤，ｷﾅｰｾﾞ阻
害剤

080613収載

12.5 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙﾊﾟﾘﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 富山化学工業 冠循環改善剤 9604中止
12.5 糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 97中止 9604社名変更
12.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄褐 ｶﾑﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ12.5 ｴﾝﾌﾟﾛｽﾁﾙ 12.5μ g 田辺三菱製薬 胃潰瘍治療剤(持続型

PGE2誘導体)
0710社名変更（前：田辺
製薬）

12.5 Tu IS:12.5 Tu IS-12.5 裸錠 白 有 ｱｲｾﾐﾝ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 辰巳化学 持続性ACE阻害降圧剤 0303中止 000707収載
12.5 Tw.PRT12.5 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 東和薬品 冠循環拡張剤 94中止
12.5 糖衣錠 薄赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 12.5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
12.5 Y:CO 12.5 Y-CO12.5 12.5mg：

12.5mg
糖衣錠 黄 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 12.5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載など
0207商品名変更
(前:12.5mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)
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12.5 DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0706中止 0407ﾋｰﾄ変更
（表12.5mg追加等）

13 13-627 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾌﾞﾝKP ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0305頃迄)
13 13-402 裸錠 白 有 ｺﾝﾄﾚﾑ 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg ｲｾｲ 消化性潰瘍治療剤 9306中止
13 13-506:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾈﾘﾝｸﾞ錠20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg ｲｾｲ β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(0301迄) 9802ﾋｰﾄ

表変更
13 13-475 糖衣錠 白 無 ﾃﾞｱｾﾛﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg ｲｾｲ 脳血流障害改善剤 9306中止
13 13-503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｲﾘﾄﾝD錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0304頃迄)
13 13-401 裸錠 白 無 ﾊﾋﾟｽｵﾙ 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｲｾｲ 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(0202迄)
13 13-504 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚｸﾛﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 9306中止
13 13-465 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻｰﾙ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg ｲｾｲ 抗不安剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄)
13 13-484 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝD 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄)
13 13-417 裸錠 淡黄緑 無 ﾕｰﾌﾟﾚｽR ｲｾｲ 降圧剤 9306中止
13 13A：0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠)
13 BF 13 BF13 裸錠 白～わずか

に淡黄褐
無 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ錠剤 ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌 12mg ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ製薬-武田薬品

工業
ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌整腸剤 030704収載

13 裸錠 白 有 ｺﾝﾍﾞﾙﾐﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 眩暈治療剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

13 13C:0.25mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 020705収載
13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
13 EE 13:EE 13 EE13：0．25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑM錠0.25｢ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 020705収載
13 YD 461 FC13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢FC｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ 持効性Ca拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾆ

ｿﾐﾅｰﾄﾞ錠5mg(陽進堂販
売)と本体ｺｰﾄﾞ同じ(同成

13 FF 13:75 FF13:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢FFP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

13 FS-E13 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ0.5)

13 FS-H13 FS-H13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗灰/白 ﾋﾙﾄﾞｼﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 扶桑薬品工業 脳血流促進剤 9905中止 8804色変更
13 FS R13 FS-R13 裸錠 白 無 ﾗｰｾﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 扶桑薬品工業 鎮痛消炎剤 0610頃中止 8803剤型変

更
13 HT13B 裸錠 淡橙 無 ﾌｧﾓﾀｰ錠 堀田薬品合成 解熱鎮痛剤<小児用> 9912中止(0003鶴原製薬

へ承継) 960705収載
13 R:25 HT13C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾘﾝｸﾞﾍﾞﾝ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 堀田薬品合成 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 950707収載
13 HT 13L:RAB HT13L 裸錠 白 有 ﾗﾋﾞｷｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 堀田薬品合成 気道潤滑去痰剤 中止 920710収載
13 RU:013 J RU 013J 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾓﾀﾞﾝR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 徐放性不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801

販売元変更(前:中外製
薬) 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰ
ﾄﾞ追加等

13 JD 13:2 JD13 2mg:2mg 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg
｢JD｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬･日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌのものは中
止 0601日医工のものは
商品名変更(新:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘ
ﾙ錠2mg｢日医工｣)，承継
に伴い

13 JG F13 JGF13 100mg 100:100 裸錠 白 有 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢JG｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗血小板剤 1011発売
13 KC 13 KC13 50μ g：50μ g 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾝｺﾘﾝ錠50 塩酸ﾏﾌﾞﾃﾛｰﾙ 50μ g 科研製薬 持続性気管支拡張剤 1003中止 050610収載(品

名変更に伴い 前：ﾌﾞﾛﾝｺﾘ
ﾝ錠）

13 KW 013 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ錠50mg 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 抗うつ剤 990709収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

13 KWP-13 裸錠 白 有 ﾃｽﾉｰﾙ10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 高血圧･狭心症治療剤 9308中止
13 KY 13 KY13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/

白～淡黄白
(ﾎﾞ:こげ茶2本
帯)

ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg 塩酸ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲ
ｸﾘﾝ

150mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ)
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13 MD 13A 糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃｰｽ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 抗めまい剤 9507中止 9201変更(社名
変更の為)

13 MJT-0013 1g 微粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ

淡褐 ｱﾚﾙﾅｼﾝ微粒状軟ｶﾌﾟｾﾙ
20(分包)

塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 1g分包 森下仁丹-日本臓器製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1010中止 020705収載，
分包商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

13 MK 13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠100
「MEEK」

ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工-明治製菓 抗真菌剤 040709収載（ﾋｰﾄ表
100mg記載は4錠ｼｰﾄ×

13 MK 13 MK13 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠100
「MEEK」

ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工 抗真菌剤 040709収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

13 MS C-13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

13 n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0203中止 980710収載

13 n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ｱﾚﾄ
ﾝ錠)

13 NP 013 NP-013 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢NP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

1006販売休止 080704収
載

13 NS 13 NS168:25mg 糖衣錠 淡緑 無 ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静
剤

旧品名(090925ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠
25mgに変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

13 NS 13 NS13 25mg 糖衣錠 淡緑 無 ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
て)

日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

13 OH 13:1 1mg OH-13:1 mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 大原薬品工業･第一三共
ｴｽﾌｧ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

13 PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和性心安
定剤

9805中止 9511PTP包装
のみ中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載

13 PT B13 PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載

13 PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

13 RU:013 J RU 013J 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾓﾀﾞﾝR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 徐放性不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801
販売元変更(前:中外製
薬) 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰ
ﾄﾞ追加等

13 CBT100 sato 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠100mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ
ﾙとして)

佐藤製薬 広域駆虫剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠)

13 SYT013 裸錠(ｶﾌﾟﾚｯﾄ型) 灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾘﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 三恵薬品 合成抗菌剤 04頃中止
13 t 13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大洋薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤（SNRI）
080704収載

13 裸錠 白 有 ｽﾊﾟﾐｵﾝ錠5 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 平滑筋鎮痙剤 92中止
13 TKS:13 TKS13 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘｼﾄﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
消炎鎮痛剤 9906中止

13 TSU013 25mg：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾃﾈﾉｰﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 鶴原製薬 狭心症・不整脈用剤 0811中止
13 TSU013 25mg：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾃﾈﾉｰﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 鶴原製薬 狭心症・不整脈用剤 0811中止
13 Tw 013:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 東和薬品 抗精神病剤 090515収載
13 TYK13:30mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 大蔵製薬-大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 02頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9303製造
元変更

13 YD 13:75 YD13 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢YD｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 陽進堂 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

13 裸錠 白 無 ﾖｳｱﾁｰﾑ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 陽進堂 消炎酵素製剤 旧品名(0712迄，新品名:
ﾘｿﾞﾁｰﾑ塩酸塩錠90mg｢
YD｣)

13 裸錠 白 無 ﾘｿﾞﾁｰﾑ塩酸塩錠90mg｢
YD｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 陽進堂 消炎酵素製剤 0810中止 0712商品名変
更(前:ﾖｳｱﾁｰﾑ錠90)

13 ZE 13 ZE13 TS10:10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾁｵｽﾀｰ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

H2受容体拮抗剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)
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13 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾐﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾓﾙﾌｧﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮咳剤<非麻薬> 0912ﾋｰﾄ表10mg削除等
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾐﾝ錠)

13 TW 裸錠 白 無 ﾊﾞｲｼﾘﾝV2錠 万有製薬 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
13.5 Tw417 Tw417 Tw417 13.5mg：13.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾋﾟﾛｰﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg 東和薬品 鎮痛・抗炎症剤 050708収載
13.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 1007中止 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更 ﾌｧｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる
13.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴

い） 大正富山とﾋｰﾄ異な
13.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304

大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

14 裸錠 白 有 ｲﾝﾍﾞｽﾀﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所，日医工

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 081219収載(商品
名変更に伴い，前:ｲﾝﾍﾞｽ

14 Asahi ABT14 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ半夏瀉心湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

14 C-14A 40 C-14A・40：40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌｪﾆｰﾙ錠40mg ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ 40mg 中外製薬 慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 0212ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 0103ﾋｰﾄ表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9707ﾋｰﾄ
記号(CAR40)削除

14 C-14A 80 C-14A・80：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌｪﾆｰﾙ錠80mg ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ 80mg 中外製薬 慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 0301ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加 0210
ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追加等
9706ﾋｰﾄ記号(CAR80)削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

14 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 030704収載
14 EE 14：5 EE14 5mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾘﾀﾞｯｸM錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ HMG-CoA還元酵素阻害 速崩錠 050708収載
14 EKT-14 裸錠 淡黄～淡褐 無 ｸﾗｼｴ半夏瀉心湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ

薬品
漢方製剤 070706収載(商品名変

更，前:ｶﾈﾎﾞｳ半夏瀉心湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

14 YD 448 FC14 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢FC｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ H2受容体拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾌﾟ
ﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg(陽進堂･
日医工)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
(同成分)

14 FF 14:10 FF14 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢FFP｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

14 FS-E14 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ1.0)

14 FS R14 FS-R14 裸錠 白 無 ﾚﾌﾟﾀｰ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 扶桑薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

肝･胆･消化機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0908迄)，承継に
伴い(新:日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)

14 HT 14B HT14B 裸錠 薄紅 有 ﾛｲﾏｼﾞｬｽﾄ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 堀田薬品合成 鎮痛･抗炎症･解熱剤 中止 990709収載
14 R:50 HT14C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾘﾝｸﾞﾍﾞﾝ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 堀田薬品合成 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 950707収載
14 HZ14T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ半夏瀉心湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
14 IW 14:2.5 AM2.5 IWAKI:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｲﾜｷ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
岩城製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

14 JD 14:4 JD14 4mg:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg
｢JD｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性組織ACE阻害剤 0604ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌのものは中
止 0601日医工のものは
商品名変更(新:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘ
ﾙ錠4mg｢日医工｣)，承継
に伴い

14 JMT-14 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳよく苡仁湯FCｴｷｽ
錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 中止

14 KC 14 TAK KC-14 裸錠 白 無 ｱﾐﾉｷｻﾝ錠250 γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 科研製薬 脳代謝機能改善剤 9703中止

14 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
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14 KWP 14 KWP-14 裸錠 白 有 ｶﾝｾﾘﾝ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 不整脈治療剤 9504中止
14 KY 14 KY・CLO-2 200mg:200 裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(前:科薬)

0501製造元，ｺｰﾄﾞ変更
14 MS C-14 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄

ﾍﾞｰｼﾞｭ
ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

14 MSD 14 MSD 14 2.5：2.5 2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE
阻害剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

14 MS M14
200mg

裸錠 薄橙 有 ﾐｵｶﾏｲｼﾝ錠200 酢酸ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止

14 NS 14 NS124:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日新製薬 鎮痙剤 旧品名(090925ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠
10mgに変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

14 NS 14 NS14 10:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日新製薬 鎮痙剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

14 OH 14:3 3mg OH-14:3 mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 大原薬品工業･第一三共
ｴｽﾌｧ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

14 SW 014 SW-014 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾋﾞﾀﾏﾙ配合錠 沢井製薬-扶桑薬品工業 神経･筋機能賦活剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾏﾙ錠)

14 YD 051 SYT014 裸錠 白 無 ｹｲｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 三恵薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹｲｻﾐﾝ錠) 陽
進堂のﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
250mg｢YD｣と同じ本体ｺｰ

14 t 14 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大洋薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

080704収載

14 TKS14 糖衣錠 類白 無 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ錠｢ﾃｲｻ
ﾝ｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

抗めまい剤 9407中止

14 Tw 014:2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 東和薬品 抗精神病剤 070706収載
14 TYK14 糖衣錠 白 無 ｱｽｷｯﾄ-D錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大正薬品工業 ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9303中止

14 UPJOHN 14 UPJOHN 14 裸錠 淡橙 有 ﾊﾛﾃｽﾁﾝ錠 ﾌﾙｵｷｼﾒｽﾃﾛﾝ 2mg 住友製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 経口男性ﾎﾙﾓﾝ剤 0410中止
14 YD 014 YD014 裸錠 白 無 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
Ca拮抗剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠)
日医工とﾋｰﾄ異なる

14 YD 014 徐放性錠剤 白 無 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠)
陽進堂とﾋｰﾄ異なる

14 ZE 14 ZE14 TS20:20mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾁｵｽﾀｰ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

H2受容体拮抗剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

15 PH365 15mg：PH365
15mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 FAD錠｢ﾌｧﾙﾏｰ｣15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

15mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0609中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:FAD
錠｢ﾌｧﾙﾏｰ｣)

15 TYK 105 TYK105 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 FAD錠15mg｢TYK｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
15 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ

ﾀｿﾞﾝとして)
武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2

型糖尿病治療剤-
100528収載

15 裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0611ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0502本体割線
入(表 横一本，裏 十字)

15 ﾄﾛｰﾁ 橙 無 ｱｸﾛﾏｲｼﾝﾄﾛｰﾁ 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 15mg ﾜｲｽ-科薬 口腔用ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生
物質

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 0107ﾋｰﾄ15mg追
加 97ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

15 TSU004 15mg：15mg 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾏﾄｯﾌﾟ錠15mg ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 鶴原製薬 非麻薬性鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾏﾄｯﾌﾟ)

15 TSU005 15mg：15mg 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾏﾘ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 鶴原製薬 鎮咳剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾏﾘ錠)

15 TYK344 15mg 裸錠 極薄橙 有 ｱﾗﾌﾟﾘｯﾄ錠15mg 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 大正薬品工業 ACE-I降圧剤 0707中止 020705収載

166 / 332 ページ



15 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢CH｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

気道潤滑去痰剤 旧品名(100528ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更) 0903ﾏｲﾗﾝ製

15 ZE 31 ZE31 15mg 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢ZE｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

15 SW 470 SW-470 15mg：15mg 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15
ｍｇ｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｸﾛｾﾘﾝ錠)

15 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg「ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学
研究所

気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｾﾗﾑ錠)，
に伴いﾋｰﾄ表15mg追加

15 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

気道潤滑去痰剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ
塩酸塩錠15mg｢CH｣)，ﾋｰ
ﾄ若干変更

15 T-31 15 TTS-282 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

15 MN 113 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日新製薬-明治製菓 睡眠障害改善剤 070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

15 MN 113 15mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日新製薬 睡眠障害改善剤 070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

15 YD 550 YD550 15mg:15mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢YD｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

睡眠障害改善剤 1004ﾋｰﾄ表15mg追加
070706収載

15 KW 168 15mg 15:KW168 15 裸錠 微黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 070706収載
15 SW 751:15 SW-751:15 mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢ｻﾜｲ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 080704収載
15 ｎ 035 裸錠 微黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢日医工｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日医工 睡眠障害改善剤 070706収載
15 CH 裸錠 白 有 ｺﾃﾞｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬･ﾒﾙｸ製薬 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(0611迄) 0607販

売会社社名変更 0603ﾋｰ
ﾄ表15mg追加 920710収

15 裸錠 白 有 ｺﾃﾞｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢CH｣
に変更) 0802販売会社社
名変更(前:ﾒﾙｸ製薬)

15 BMS 1964 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/黄 ｾﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ15 ｻﾆﾙﾌﾞｼﾞﾝ 15mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 970725収載
15 NS 283 NS283 15mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾏｷｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日新製薬・第一三共ｴｽ

ﾌｧ
気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾙﾏｷｰﾙ錠)
15 TYK395 15mg:TYK395 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊
錠

1006本体ｺｰﾄﾞ追加

15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0609ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0208ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄに｢1日1回服用｣の記
載有り

15 SR 222 SR222 15mg 裸錠 白 有 ﾀﾉﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 白井松新薬 気道潤滑去痰剤 9907中止 ﾋｰﾄ表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

15 t524 t524 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
科研製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

15 TP 135 15mg TP-135:15mg 裸錠 白 有 ﾃﾞﾄﾒﾌｧﾝ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

鎮咳剤 0807本体ｺｰﾄﾞ追加
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞﾄﾒﾌｧﾝ)

15 TRPT:15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾝﾊﾟｽ錠 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 全星薬品工業 鎮咳剤 0604中止 0203SP→
PTP，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄ裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
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15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

15 YT N1 YT-N1 15mg:15mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾉｸﾀﾝD錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東亜薬品-山之内製薬 気道潤滑去痰剤 0212中止 0202ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載

15 HM 311 HM311 15mg：15mg 裸錠 白 有 ﾉﾝﾀｽ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東洋製薬化成 気道潤滑去痰剤 0504品名変更(前：ﾉﾝﾀｽ
錠)

15 HYZ 15 HYZ15 1.25 裸錠 白 有 ﾊｲｿﾞｸﾞﾗｼﾄﾞ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 経口血糖降下剤 0404中止 010706収載
15 RM 22 RM22 15mg:15mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾙｽﾏﾘﾝA錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾛｰﾏﾝ工業-高田製薬 気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾙｽﾏﾘﾝA錠)
15 15mg  TTS 288 15:TTS-288 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 高田製薬 本態性高血圧症治療剤 1004ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(前：塩野義製薬)
15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙS錠15mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 15mg 興和-興和創薬 心機能･組織循環促進剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙS錠)
15 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 気道潤滑去痰剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ裏

変更，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803ﾋｰﾄ変更

15 OG16 OG16 OG16 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾐｹﾗﾝLAｶﾌﾟｾﾙ15mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 15mg 大塚製薬 徐放性高血圧治療剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐｹﾗﾝLA)
0111ﾋｰﾄ変更裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

15 PH 214 PH214：15mg 裸錠 白 有 ﾐﾀｿﾙﾊﾞｲﾄﾞ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:塩酸ｱﾝ
ﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠15mg｢PH｣)
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

15 NF 212 NF212 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢AFP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

15 NP 003 NP-003 15mg:15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢NP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

1006販売休止 080704収
載

15 NT 246 NT-246 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢NT｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

1006販売休止 080704収
載

15 TYK463:TYK463 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

15 KW 671 15:KW671 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

15 t 13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大洋薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

080704収載

15 Tw 031:15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

15 M 107 M107 15mg:M107 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

091113収載

15 n 032 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

080704収載

15 TSU 730 TSU730 15mg:15mg 裸錠 白 有 ﾑｺｱｽﾄﾏﾘ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 鶴原製薬 気道潤滑化去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｱｽﾄﾏﾘ錠)

15 T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9703
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載

15 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学
研究所，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg「ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0406ﾋｰﾄ変更

15 R 129 裸錠 白 有 ﾑｺﾌﾞﾘﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 龍角散-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 気道潤滑去痰剤 0604ﾋｰﾄ裏一般名記載
920710収載 龍角散のも
のとﾋｰﾄ異なる

15 R 129 R129：15mg 裸錠 白 有 ﾑｺﾌﾞﾘﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 龍角散 気道潤滑去痰剤 920710収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲのものとﾋｰﾄ異なる
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15 SW 470 SW-470 15mg：15mg 裸錠 白 有 ﾒｸﾛｾﾘﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15ｍｇ｢ｻﾜ
ｲ｣) 0304ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-MC)削除

15 SW 470 SW-470 15mg：15mg 裸錠 白 有 ﾒｸﾛｾﾘﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15ｍｇ｢ｻﾜ
ｲ｣) 0304ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-MC)削除

15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠LD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載 本体に割線
に見えるくぼみ有り

15 FJ19:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢F｣ ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 富士製薬工業･日本ｹﾐﾌｧ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

15 Tu305:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
TCK｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 辰巳化学 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

15 15mg TSU743:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
TSU｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 鶴原製薬 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

090515収載

15 YD488 15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
YD｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 陽進堂･沢井製薬，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

1006ﾋｰﾄ表15mg追加 日
医工が販売していたもの
とﾋｰﾄ異なる

15 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
YD｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 陽進堂-日医工 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

1006中止 070706収載 陽
進堂，沢井製薬のものと
ﾋｰﾄ異なる

15 TG400 15 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

091113収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ15mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

15 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢日
医工｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 日医工 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

080704収載

15 SW 11 SW-11 15mg:15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗｿﾌﾟﾗﾝOD錠15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 090515収載

15 Tw414 Tw414 Tw414 15mg：15mｇ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧品名(080620ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢ﾄｰﾜ｣に
変更) 050708収載

15 t 12 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載 腸溶性の粒
を含む

15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

15 Tw 034:15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 1004ｺｰﾄﾞ変更，本体ｺｰﾄﾞ
追加

15 ｎ 231:15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

15 ｎ 231:15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

15 15mg JGE44 JG E44 15:15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

15 TTS 264 15mg TTS-264 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
ﾀｶﾀ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 高田製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

15 Tw414 Tw414 Tw414 15mg：15mｇ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ15mg)
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15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
15 MS M28

15mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾘﾌﾚｯｸｽ錠15mg ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ 15mg 明治製菓 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ・ｾﾛﾄﾆﾝ作動
性抗うつ剤

090904収載

15 PH 214 PH214：15mg 裸錠 白 有 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠15mg｢
PH｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾀｿﾙﾊﾞｲﾄﾞ錠)

15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

15 BMD 15 BMD15 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢BMD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

15 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9806ﾋｰﾄ
変更

15 15C：150μ g 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠150μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.150mg->150
μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠)
0305ﾋｰﾄ変更

15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.15mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
15 KC155 KC155 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･青帯1

本
ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 15mg 科研製薬･三和化学研究

所
排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ15)
15 CF 15mg:15mg 糖衣錠 橙 無 ｺﾌﾃﾞﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 岩城製薬 非麻薬性鎮咳剤 0405中止 0304ﾋｰﾄ表裏

15mg追加，裏15mg追加
15 裸錠 微紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠

60mg｢CH｣
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
鎮痛･抗炎症・解熱剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷﾌﾗﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

15 裸錠 微紅 有 ﾛｷﾌﾗﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症解熱剤 旧品名(080620ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

15 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
CH｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 長生堂製薬 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

旧品名(091113ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ15mg｢CH｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 070706

15 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾅﾀｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 全星薬品工業 徐放性鎮咳剤 0303中止 9912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
15 SS 515 DR15 15:SS515 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾗｰﾙ錠15 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 久光製薬-田辺三菱製薬 睡眠障害改善剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504承継(ｴｽ
ｴｽ製薬より)

15 EE 15：10 EE15 10mg：10 裸錠 白～微紅 有 ﾘﾀﾞｯｸM錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ，
ｴｰｻﾞｲ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

04頃色調変更 030704収
載

15 EKT-15 裸錠 褐～黄褐 無 ｸﾗｼｴ黄連解毒湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ黄連解毒湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

15 T-31 15 15：T31-15 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠150mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質
製剤

0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

15 FPF-710 耳:FAD-15 糖衣錠 黄 無 F.A.D錠｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣-15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 藤本製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9412中止
15 SYT030 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠15｢三恵｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 三恵薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9907中止
15 TYK105 FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 FAD錠15mg(TYK) ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
15mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧ﾋｰﾄ 98ﾋｰﾄ変更(FAD15

追加) 9303製造元変更
15 C-31F 15 FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

錠)
黄 無 ﾌｧﾃﾞﾐﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
15mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0011中止

15 FAD15SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠15mg｢ｾｲｺｰ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 中止
15 YD 449 FC15 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢FC｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ H2受容体拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾌﾟ

ﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg(陽進堂･
日医工)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
(同成分)
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15 FF 15:20 FF15 20mg:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢FFP｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

15 FJ 15 FJ15：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg「F」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 富士製薬工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
15 FNF 15 糖衣錠 白 無 ﾌﾗﾆﾝF錠15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 東京田辺製薬 FAD製剤 9410中止
15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ

ｾﾙ
小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9209販売

15 FS-E15 300mg：300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｴﾊﾟﾌｨｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 扶桑薬品工業 EPA製剤 0405ﾋｰﾄ変更 980710収
載

15 FS R15 FS-R15 裸錠 白 有 ﾚﾌﾟﾀｰ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 扶桑薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

肝･胆･消化機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0908迄)，承継に
伴い(新:日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)

15 W 315 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
15 裸錠 白 有 ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg あすか製薬-武田薬品工

業
気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠)
15 HD 015:015 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾍﾞﾏﾘﾝ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 菱山製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9911中止 940315承認

970901販売
15 HP015 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(十字

割線)
白 有 ﾒﾌｧｷﾝ｢ﾋｻﾐﾂ｣錠275 塩酸ﾒﾌﾛｷﾝ 275mg 久光製薬 抗ﾏﾗﾘｱ剤 0806頃本体ｺｰﾄﾞ削除，

ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
15 HPT15 DOJ 糖衣錠 緑 無 ﾌｽﾄﾍﾟﾝﾃﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 同仁医薬化工 鎮咳剤 中止
15 Z N HT15L 裸錠 白 有 ｻﾞﾈﾛ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 堀田薬品合成 気管支拡張剤 9710中止 960705収載
15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐

黄(白帯)
ﾋﾎﾟｶ15mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

15 IW 15:5 AM5 IWAKI:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｲﾜｷ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

岩城製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

15 Sc 303 Sc303 JA15:15mg 糖衣錠 白 無 ｾﾞｵｴｰｽ錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

15 JG 15 JG15 15:15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢JG｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

15 KB O15 γ Z15 耳:γ -OZ15mg 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠(15mg) ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載

15 KH106 KH106 15mg：15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾍﾞﾉｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 協和発酵ｷﾘﾝ 睡眠調整剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

15 KP 251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｮｰﾘﾅｰｾﾞ錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 杏林製薬 消炎酵素剤 0006中止 9707ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

15 KW LN15 15：KWLN15 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg
「ｱﾒﾙ」

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 共和薬品工業･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ
ﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

15 KWP 15 TSC KWP-15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｽｸﾘｯﾄ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 代謝性心不全治療剤 9304中止
15 KY 15 KY・CLO-4 400mg：

400mg
裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(前:科薬)

0502製造元，ｺｰﾄﾞ変更
15 LASOPRAN 15mg SW- SW-182 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｿﾌﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
15 LC15 ZE05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｶｼﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 全星薬品工業 持続性高血圧治療剤 0104中止 940708収載
15 LP 15 LP15:15mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
DK｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大興製薬-三和化学研究
所，ｱｲﾛﾑ製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

15 LZ 15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD錠15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日
本薬品工業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

15 裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 0009製造
元変更 9701社名変更

15 15M:15mg 裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｻｰﾙ錠)

15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 塩野義製薬 鎮咳剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

15 MK 15 MK15 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢
MEEK｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 小林化工･明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0911本体小型化 060707
収載 小林化工と明治製
菓でﾋｰﾄ異なる(明治製菓

15 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
SN｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-大洋薬品工業 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載
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15 MS P15 MS PA250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

9410中止

15 MT15 15mg:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢科
研｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 大興製薬-科研製薬 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

15 EISAI NL015 EISAI NL015 15mg 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾅｰﾙ錠15mg ﾄﾘﾊﾟﾐﾄﾞ 15mg ｴｰｻﾞｲ 血管･腎作動性高血圧治
療剤

9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

15 JG 56 JG 56 15:15 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(淡褐～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(口腔
内崩壊錠)

101119収載

15 OG:15 OG15 Otsuka 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾐｹﾗﾝ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大塚製薬 β -ﾌﾞﾛｯｶｰ 0112ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載

15 O.S BR O.S-BR 15.0mg:15.0mg 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｰﾐｨ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 気道潤滑去痰剤 0904中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

15 C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
15 C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9111変更
15 ROCHE 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日本ﾛｼｭ 催眠鎮静剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
15 ROCHE 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日本ﾛｼｭ 不眠症治療剤 0201中止(共和薬品工業

に承継)
15 SG-15T 5錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ黄連解毒湯ｴｷｽT 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9908商品名記載
15 SW-009:SW-FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠15｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9509中止
15 SW ML15 SW-ML15:15 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢ｻﾜｲ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

15 SW-406:SW-TR15 糖衣錠 白 無 ﾄﾗﾗﾝﾀ錠15 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 15mg 沢井製薬 過敏大腸症治療剤 89中止
15 SYT015 裸錠 白 有 ｹｲﾋﾞｽｹﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 三恵薬品 高血圧･不整脈治療剤 0912中止
15 SZ15 SZ15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾀﾝｿﾞｰﾑｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載
15 t 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病

治療剤
081107収載

15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗﾐﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 脳卒中後遺症･脳動脈硬
化症治療剤

9611中止

15 Tw 147 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 070706収載
15 TSU520 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾈﾙｶﾞｰﾄ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 鶴原製薬 不眠症治療剤 0803中止
15 Tu FAD-15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢15｣ﾀﾂﾐ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 辰巳化学・日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
15 Tu FZ Tu FZ-015 裸錠 白～微黄白 有 ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝ錠)
15 Tu PC-15 15mg 糖衣錠 緑 無 ﾍﾟﾝｶﾙ｢ﾀﾂﾐ｣錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 辰巳化学 非麻薬性鎮咳剤 0404中止
15 Tw 015:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 081107収載
15 TwM 15 mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 東和薬品 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2

剤
080704収載

15 Tw SST 裸錠 白 無 ｼｰｻｰﾙ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 東和薬品 鎮咳剤
加等)，商品名変更に伴
い 060609収載(商品名変
更に伴い，前:ｼｰｻｰﾙ錠)

15 TYK15：TYK15 5 裸錠 黄 有 ｴﾌﾁﾘﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 大正薬品工業 循環器官用剤 04頃中止
15 Y CH15 糖衣錠 橙黄 無 ｸﾛﾁｷｾﾝ糖衣錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 15mg 吉富製薬 精神神経安定剤 9404中止
15 Y CR15 Y-CR15 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｸﾚﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 15mg 吉富製薬 精神神経安定剤 9906中止
15 YD 015 裸錠 白 無 ﾖｳｱﾍｷｼﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 陽進堂 鎮咳去痰剤 9506中止
15 Y:PR 15 Y-PR15 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾗﾃﾝｼｵｰﾙ糖衣錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
15mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 血圧降下剤 0012中止 9706ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
15 ZE 31 ZE31 ZBN:15mg 裸錠 白 有 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ

ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ZE｣
に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

15 ZE 15:5 ZE15:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ZE｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 全星薬品工業-全星薬
品，ｻﾝﾄﾞ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

15 ZP07 15 ZP07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｸｼﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg 塩酸ﾋﾟﾙﾌﾞﾃﾛｰﾙ 15mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 気管支拡張剤 9606中止 890601変更
15 ｻﾑｽｶ 15:ｻﾑｽｶ 15 ｻﾑｽｶ15 裸錠 青 有 ｻﾑｽｶ錠15mg ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ 15mg 大塚製薬 V2-受容体拮抗剤 101210収載
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15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg MED-
240

MED-240 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
MED｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

15 裸錠 極薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ15mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか

に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ（0208迄） 921127
収載 ﾋｰﾄに｢1日1回服
用｣の記載有り

16 SANKYO 242：16 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠16mg ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 16.0mg 第一三共 持続性Ca拮抗剤

に伴い，前:三共) 0408本
体刻印16追加 030401収

16 HYZ 16 HYZ16 2.5 裸錠(長円形) 白 有 ﾊｲｿﾞｸﾞﾗｼﾄﾞ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 経口血糖降下剤 0404中止 010706収載
16 DS059 DS059 LUL:16mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～帯黄白 有 ﾙｰﾗﾝ錠16mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 16mg(塩酸ﾍﾟ

ﾛｽﾋﾟﾛﾝとし
大日本住友製薬 抗精神病剤 080704収載

16 BMD 16 BMD16 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢BMD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

16 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢CH｣ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

睡眠導入剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾘﾓﾗﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

16 裸錠 白 有 ﾕﾘﾓﾗﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬 睡眠導入剤 旧品名(090925ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
錠0.25mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

16 DK-016 裸錠 白 無 ﾀﾞｲﾌﾃﾝﾄﾞ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾀﾞｲﾄ 脳代謝賦活･精神症状改
善剤

8906中止

16 EKT-16 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ半夏厚朴湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ半夏厚朴湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

16 FJ 16：10 FJ16：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg
「F」

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 富士製薬工業 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘ
ﾝ錠10mg「F」)

16 FS C16 FS-C16 5mg：5mg 裸錠 白 無 ｺﾚﾘｯﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 扶桑薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

16 HD 016 HD:HD-016 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 菱山製薬 心臓選択性β 遮断剤 9903中止 920710収載
16 HPC016 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄透明 ﾒﾀﾊﾟｽｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 原沢製薬工業 EPA製剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
16 HT 16B HT16B 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾝｼﾞｬｽﾄA-SRｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 堀田薬品合成 持続性鎮痛･抗炎症剤 99中止 980710収載
16 HT 16M HT16M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠HT ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 堀田薬品合成 H2受容体拮抗剤 0001中止 9309再開 9206

中止
16 HZ16T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ半夏厚朴湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
16 JG E16:2.5 JG E16 2.5:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

16 KC 16 KC16 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾈｼｯﾄﾞ錠250mg ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ 250mg 科研製薬 痛風治療剤 0712商品名変更(前:ﾍﾞﾈ
ｼｯﾄﾞ錠) 9707ﾋｰﾄ変更(TB
削除)

16 糖衣錠 白 無 ｶﾗﾄﾞﾘﾝｺｰﾜ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 興和新薬 循環不全治療剤 9911中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9602色

16 KW016 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ｱﾒﾙ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 共和薬品工業 消炎酵素剤 9205中止
16 MK 16 MK16 10mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
050708収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

16 MK 16 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 小林化工-明治製菓 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

050708収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

16 MS P16 MS PAM500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

8909中止

16 OG16 OG16 OG16 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾐｹﾗﾝLAｶﾌﾟｾﾙ15mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 15mg 大塚製薬 徐放性高血圧治療剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐｹﾗﾝLA)
0111ﾋｰﾄ変更裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

173 / 332 ページ



16 OI16 100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 0303中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

16 SG-16T 4錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ半夏厚朴湯ｴｷｽT 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9905商品名記載
16 SW-016:SW-HR500 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾗｾﾄﾞﾝ500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 92中止
16 5 SYT016 裸錠 黄 有 ｻｰﾌｨﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 三恵薬品 昇圧剤 0408中止 本体追加
16 t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0208

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803本体変更 9207収載

16 t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
16 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｱﾛﾝﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙTY ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 消炎鎮痛剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
16 TSU016 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 鶴原製薬・科研製薬 高血圧･狭心症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾃﾈﾗｰﾄ)
16 TYK16 糖衣錠 赤 無 ﾌﾟﾛﾝﾄﾐﾝ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9504中止
16 YD016 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾌｪﾅﾑ錠250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 陽進堂 鎮痛･消炎･解熱剤 0809中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ﾖｳ
ﾌｪﾅﾑ錠)

16 ZE 16:10 ZE16:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ZE｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 全星薬品工業-全星薬
品，ｻﾝﾄﾞ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

16 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
17 CHO 17 [ｼｰｴｲﾁｵｰ]CAZ 60:[ｼｰｴ

ｲﾁｵｰ]CAZ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱｿﾞｾﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ﾏｲﾗﾝ製
薬

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

17 BMD 17 BMD17 1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢BMD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

17 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｿﾞﾋﾟﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 長生堂製薬 睡眠障害改善剤 0703中止

17 EE 17：5 EE17 5mg：5 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾗM錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

040709収載

17 EKT-17 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ五苓散料ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ五苓散料ｴ
ｷｽ錠)，社名変更に伴い

17 FC17 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-高田製薬，ﾋﾞ
ｵﾒﾃﾞｨｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1011迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ) 080620収載
(商品名変更に伴い，前:ｶ
ﾙｼﾀﾐﾝ0.25)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

17 FJ 17：20 FJ17：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg
「F」

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 富士製薬工業 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘ
ﾝ錠20mg「F」)

17 FS C17 FS-C17 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ｺﾚﾘｯﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 扶桑薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

17 h 017 h-017 裸錠 白 有 ｴﾌｫﾘﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 低血圧治療剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0612商品名変更(前:
ｴﾌｫﾘﾝ錠)

17 H D:017 HD-017 25mg:25mg 裸錠 白 有 ｶﾄﾌﾟﾛﾝ錠25 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

050ﾋｰﾄ変更 0304社名変
更（前：菱山製薬）
970711収載

17 HT-17 裸錠 淡黄褐 無 本草五苓散料ｴｷｽ錠-M 本草製薬 漢方製剤 9406中止
17 HYZ 17：10 HYZ17 10：HYZ17 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 興和ﾃﾊﾞ・ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 尿失禁・頻尿治療剤 1101製造販売元変更(前:

ﾊｲｿﾞﾝ製薬)
17 HZ17T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ五苓散料Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
17 JG E17:5 JG E17 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

17 MK 17 MK17 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125｢MEEK｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

小林化工･明治製菓 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載 小林化工と
明治製菓でﾋｰﾄ異なる

17 MS P17 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾅﾒﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 虚血性心疾患･脳血管障
害改善剤

9611中止

17 SYT017 裸錠 淡黄 無 ｻﾝｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 三恵薬品 代謝性強心剤 0809中止
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17 T 17 50mg:T17 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤
0304大正富山医薬品販

17 裸錠 白 無 ﾀｲｼﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ
17 ｔ 17 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 050708収載
17 TKS 17 CR:TKS17 裸錠 白 無 ｺﾘｱｷﾞﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg ﾅｶﾞｾ医薬品 筋緊張性疼痛疾患治療 0109中止
17 TSU017 2mg 裸錠 淡青 無 ｱﾃﾈﾚﾝ錠2mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 鶴原製薬 胃炎・胃潰瘍治療剤，抗

炎症含嗽剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈﾚﾝ錠(ﾂﾙ
ﾊﾗ))

17 Tw 017:5 Tw017 5mg:5mg 裸錠 黄白 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
17 TYK17 TYK17 錠剤(楕円形) 黄～黄褐 有 ﾗﾉﾌｪﾝ錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 潰瘍性大腸炎治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗﾉﾌｪﾝ錠)
17 裸錠 白 無 ｱｲﾛｿﾞﾝ錠 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0004中止 9812ﾋｰﾄ変更

(ｺｰﾄﾞ再記載)
17 UPJOHN 17 UPJOHN 17 裸錠（楕円形） 淡青 有 ﾊﾙｼｵﾝ0.25mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 睡眠導入剤 0304販売社名変更（統合

に伴い） 0212SP包装商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 9609販
売元社名変更

17 P.S YD017 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

淡紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢YD｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 陽進堂 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0706商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾖｳｼﾝ｣)

17 裸錠 白 無 ｴﾘｽﾊﾟﾝ錠0.25mg ﾌﾙｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 0.25mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘｽﾊﾟﾝ錠
0.25) 0201ﾋｰﾄ変更（英名
記載等）

17.5 AJ4:17.5 17.5mg AJ4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡紅 無 ｱｸﾄﾈﾙ錠17.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

17.5mg(ﾘｾﾄﾞ
ﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
として)

味の素製薬-ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

18 μ ｇ:40μ ｇ 裸錠 白～灰白 有 ｱﾄｯｸ錠40μ g ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ 40μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 気管支拡張剤 0504社名変更(合併)
18 alza18 alza18:18mg 徐放錠(長円 黄 無 ｺﾝｻｰﾀ錠18mg 塩酸ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ 18mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 中枢神経刺激剤 071214収載
18 BMD 18 BMD18 3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢BMD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

18 EKT-18 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ桂枝加苓朮附湯ｴｷ
ｽ錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ桂枝加苓朮
附湯ｴｷｽ錠)，社名変更

18 FC18 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-高田製薬，ﾋﾞ
ｵﾒﾃﾞｨｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1011迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ) 0806商品名
変更(前:ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

18 FJ 18 FJ18:5μ g 裸錠 白 無 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μ
g｢F｣

ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

富士製薬工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

060707収載

18 H18 HPC018 裸錠 白 無 ｴﾈﾙﾌｧ錠10 ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 10mg 原沢製薬工業 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9907販売 990315承認
18 HD 018 HD:HD-018 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾛﾑｽ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 菱山製薬 筋緊張性疾患治療剤 0303中止 920710収載
18 HYZ 18：20 HYZ18 20：HYZ18 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 興和ﾃﾊﾞ・ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 尿失禁・頻尿治療剤 1101製造販売元変更(前:

ﾊｲｿﾞﾝ製薬)
18 JG C18 JG C18 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢JG｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
101119収載

18 MK 18 MK18 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 小林化工･明治製菓 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載 小林化工と
明治製菓でﾋｰﾄ異なる(明

18 MS M18 裸錠 白 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 明治製菓 持続性心身安定剤 0610割線模様追加
18 MS P18 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg（ﾀﾓｷｼ

ﾌｪﾝとして）
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 抗乳癌剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠)
18 OG18 OG18 OG18 100mg:100mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大塚製薬 抗血小板剤 100423収載

18 SYT018 裸錠 淡黄 無 ｼﾝﾃﾚﾝ錠｢三恵｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 三恵薬品 降圧利尿剤 0110中止
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18 T 18 200mg:T18 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0804迄) 0608ﾋｰﾄ

等) 0403頃錠剤小型化
18 TSU018 20mg：20ｍｇ 腸溶性糖衣錠 赤 無 ｱﾃﾈﾝ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 鶴原製薬 ATP腸溶錠 0612中止
18 5 YD018 裸錠 黄 有 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠5｢ﾖｳｼﾝ｣ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 陽進堂 循環増強剤 0506中止
18 ZE 18 ZE18 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ZE｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
18 μ g 裸錠 白～灰白 有 ｱﾄｯｸ錠40μ g ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ 40μ g 山之内製薬 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9708ﾋｰﾄ

裏変更
18.75 SW-204 SW-204 18.75:18.75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(灰色

帯)
ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙRｶﾌﾟｾﾙ18.75｢
SW｣

ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 沢井製薬 持続性ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ
系降圧薬

010706収載(商品名変更
以前:ｶﾌﾟﾄﾛﾝ-R)，ﾋｰﾄ裏
商品名記載

18.75 SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐
帯)

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-R ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)，第一
三共と同じになった 第一
三共のものとﾋｰﾄ異なる

18.75 SW-724 SW-724 18.75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(灰色
帯)

ｶﾌﾟﾄﾛﾝ-R ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 沢井製薬 持効性ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ
系降圧剤

0109中止(商品名変更
新:ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙRｶﾌﾟｾﾙ18.75
｢SW｣)

19 IC 61 IC-61 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾞﾙｸﾞﾌｫﾙﾑ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｲｾｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0705中止 040709収載
19 BMD 19 BMD19 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢

BMD｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

19 CMX019 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼﾞｭｰﾑｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｹﾐｯｸｽ 消化管運動亢進治療剤 0303中止 980710収載
19 E 19 TSU120 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾘﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 筋緊張改善剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾍﾟﾘﾅｰﾙ錠)
19 EKT-19 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ小青竜湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ

薬品
漢方製剤 070706収載(商品名変

更，前:ｶﾈﾎﾞｳ小青竜湯ｴ
ｷｽ錠)，社名変更に伴い

19 FC19 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-高田製薬，ﾋﾞ
ｵﾒﾃﾞｨｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1011迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ) 0806商品名
変更(前:ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

19 FJ19:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢F｣ ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 富士製薬工業･日本ｹﾐﾌｧ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

19 FS-E19 3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
19 HD 019 HD 019:HD-019 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾘｱﾈｰﾄ錠 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 菱山製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9805中止 960705収載
19 OH 61:2 OH-61 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
19 HPC 019 HPC019 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾄﾞﾋﾞﾙSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 原沢製薬工業 高脂血症用剤 0509中止 990709収載
19 HT-19 裸錠 淡褐 無 本草小青竜湯ｴｷｽ錠-M 本草製薬 漢方製剤 9406中止
19 HT19M 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾟｺｷﾗﾝｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 堀田薬品合成 緩下剤 0003中止 9705ﾋｰﾄ変更

(PIC削除)，商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

19 JG C19 JG C19 200:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg｢JG｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

19 糖衣錠 白 無 ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 興和-興和創薬 消化性潰瘍･胃炎･慢性
肝疾患治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ
錠)

19 MK 19 MK19 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 小林化工･明治製菓 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載 小林化工と
明治製菓でﾋｰﾄ異なる(明

が、4mgの記載なし)
19 MS M19 裸錠 薄橙 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 明治製菓 持続性心身安定剤 割線模様あり
19 OG 19 OG19 50mg:50mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大塚製薬 抗血小板剤 100423収載

19 SG-19T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ小青竜湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9910商品名記載
19 YD 011 SYT019 裸錠 黄 無 ｽﾋﾟﾗｸﾄﾝ錠25mg｢三恵｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 三恵薬品 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
1007本体ｺｰﾄﾞ追加 ﾖｳﾗｸ
ﾄﾝ錠25と本体ｺｰﾄﾞ同じ

19 t 19 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 消化管運動賦活剤 080704収載
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19 TSU019 糖衣錠 淡褐 無 ｱﾃﾈﾝﾄｰﾙ錠12.5mg ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 鶴原製薬 利胆剤･唾液分泌促進剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈﾝﾄｰﾙ)

19 TYK19 裸錠 淡黄 有 ﾀﾞｲﾍｷｻ錠 ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 大正薬品工業 末梢血行障害治療剤 9504中止
19 UPJOHN 19 裸錠 黄赤 有 ﾊﾛﾃｽﾁﾝ(5mg) ﾌﾙｵｷｼﾒｽﾃﾛﾝ 5mg 住友製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 経口男性ﾎﾙﾓﾝ剤 0410中止
19 YD 019 裸錠 淡黄 有 ﾖｳｷｼｯﾄﾞ錠500 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 500mg 陽進堂 合成抗菌剤 中止
19 ZE 19 ZE19 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

ZE｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

全星薬品工業-全星薬品 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

20 KH705 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ
ｺｰﾄ

橙 無 ATP協和腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 協和発酵ｷﾘﾝ ATP製剤 0909中止 0810社名変
更，合併に伴い(前:協和
発酵工業) 060609収載
(商品名変更に伴い，
前:ATP協和腸溶錠)

20
ATP20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ATP腸溶錠20mg｢第一三
共｣

ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 第一三共 ATP製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ATP腸溶錠”
第一”)

20 TSU 118 TSU118 20mg：20mg 裸錠 白(淡灰ない
し淡黄の斑

無 L-ｵｰﾈｽｹﾞﾝ錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 鶴原製薬 持効性虚血性心疾患治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:L-ｵｰﾈｽｹﾞﾝ

20 SW 527 SW-527 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁﾜﾝ錠20 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 持続性高血圧･狭心症治
療剤(β 遮断剤)

020705収載

20 TSU002 20mg:20mg 裸錠 白 有 ｱｲﾃﾞｲﾄﾛｰﾙ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 鶴原製薬 不整脈･狭心症治療剤 0403中止
20 裸錠 白 有 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 0101割線入 9807ﾋｰﾄ表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
20 SW 551 SW-551 20mg:20mg 裸錠 白 有 ｱｲﾛｸｰﾙ錠20 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 狭心症治療用ISMN製剤 020705収載
20 ACCOLATE 20 ACCOLATE20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｺﾚｰﾄ錠20mg ｻﾞﾌｨﾙﾙｶｽﾄ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤/

気管支喘息治療剤
0207ﾋｰﾄ変更 010202収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

20 TSU018 20mg：20ｍｇ 腸溶性糖衣錠 赤 無 ｱﾃﾈﾝ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 鶴原製薬 ATP腸溶錠 0612中止
20 KN311 20mg 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾉP錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg 小林化工 ATP製剤 0706中止 00頃ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96ｺｰﾄﾞ
20 t 32 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾃﾉｰﾄ錠20 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 持続性 高血圧・狭心症

治療剤
030704収載

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308本体ｺｰﾄﾞ両面→片
面 0212ﾋｰﾄ変更（裏A・20
削除等）

20 4467 4467 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙 赤褐 無 ｱﾄﾞｼﾙｶ錠20mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 20mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ5阻害剤 091211収載
20 313 糖衣錠 白 無 ｱﾌｿﾞﾘﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 大洋薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 中止 9809ﾋｰﾄ変更
20 HD 029 HD-029:HD-029 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱﾌﾟﾘﾄｰﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 0304社名変更（前：菱山

製薬），ﾋｰﾄ変更 980710
20 KN108 20mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾛｿﾞﾝ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 小林化工 筋緊張性疾患治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾌﾛｿﾞﾝ錠)
20 20 KW029 KW029 20:KW029 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤

>KW) 000707再収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 KW 070 KW070:KW070 20mg 糖衣錠 白 無 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0703中止 0610本体ｺｰﾄﾞ
(KW)追加，色変更，剤型
変更

20 ZBO ZBO 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形）

微黄白 無 ｱﾗﾊﾞ錠20mg ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 030912収載

20 DK 410 DK410 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾙﾋﾟｰﾄﾞ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ-あすか製薬，武田
薬品工業

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

20 AVL 110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
20 20 PH468:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｱﾚｹﾞｲﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
20 NPI AL NPI-AL:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
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20 2P:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050927三共は販売終了
0204ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

20
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

20 n 512 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾙｵﾌ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
20 Tw 130 Tw130 20mg 裸錠 白 無 ｲｿﾆﾄｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 東和薬品 狭心症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｿﾆﾄｰﾙ錠20)
20 SI IS 裸錠 白 有 ｲｿﾓﾆｯﾄ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｻﾝﾄﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 0807中止 0601社名変更

(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ裏記

20 ZNC 219:20 20mg:ZNC219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0305ﾋｰﾄ裏AstraZeneca
削除

20 n 776：20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾅﾍﾞﾘﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 日医工 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
20 SW 132 SW-132 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
20 KTB 24 KTB-24 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠20mg｢KT｣ 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 寿製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
20 Tw 226:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1011本体変更，ﾋｰﾄ若干

変更
20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠20mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 20mg（無水

物として）
塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩

酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠
030606収載

20 t 423 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

20 TYK 410 TYK410 20mg：TYK410
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 1101ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
040709収載

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0303ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 010202
収載(商品名変更 前:ｵﾒ
ﾌﾟﾗｰﾙ)

20 Tw 276 Tw276 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～灰白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠「ﾄｰﾜ」20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

20 SW 180 SW-180：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20「SW」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

20 TSU135 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg｢TSU｣ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 鶴原製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
20 MH 490 MH490 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg「ﾏｲﾗ

ﾝ」
ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 080201収載(商品名変

更，前:ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg
「ﾒﾙｸ」)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

20 SW 900 SW-900 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾛﾄﾝ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 沢井製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

20 n 773 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白 無 ｵﾒﾗｯﾌﾟ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

20 SANKYO 332：20 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 20mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

20 NS 515 NS515 20：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｶｵﾙﾄｰﾝ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬-日新薬品 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
20 TP 221 TP-221 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽｲｻﾝ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤
20 MED 237：20 MED-237 20：20mg 裸錠 白～微黄白 有 ｶﾞｽｾﾌﾟﾄ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 H2受容体拮抗剤 040709収載
20 PH 299 PH299 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ｶﾞｽﾄﾞｯｸ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ) 020705収載
20 t 42

20mg：20mg
裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

20 TBP 263 TBP263 20mg:TBP263 口腔内崩壊錠 白 有 ｶﾞｽﾒｯﾄD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

H2受容体拮抗剤 080704収載

20 NS 511 NS511 20：20mg 裸錠（口腔内
崩壊）

白 有 ｶﾞｽﾘｯｸD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日新製薬・沢井製薬，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 020705収載

20 NS 56 20mg:20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ H2受容体拮抗剤 0708ﾋｰﾄ表NS506 削除
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20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微橙黄/白半
透明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 20mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

20 OH 342：20 OH-342 20mg：20mg 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大原薬品工業･ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

0601販売元社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 050708収載

20 OH 332：20 OH-332 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大原薬品工業･日医工，
ｻﾝﾄﾞ

H2受容体拮抗剤 0402本体裏20追加
020705収載

20 KATP  KATP KASR:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄSRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

徐放性虚血性心疾患治
療剤

旧本体ｺｰﾄﾞ(0811迄)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ｶﾘｱﾝﾄTPｶﾌﾟｾﾙ)，ﾋｰﾄ

20 ZE10  ZE10 KASR:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄSRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

徐放性虚血性心疾患治
療剤

0811本体ｺｰﾄﾞ変更

20 KATP KATP:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄTPｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業･ﾒﾙｸ製薬 徐放性虚血性心疾患治
療剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ｶﾘｱﾝﾄ
SRｶﾌﾟｾﾙ20mg)，旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0607販売会社社名
変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ) 0212

20 PH 726:20 PH726 20：20mg 裸錠 薄橙 有 ｶﾙｴｯﾄ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 持続性Ca拮抗降圧剤 0912中止
20 JD 02 JD02 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠20mg「JD」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性高血圧・狭心症治

療剤
1002ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ)

20 t 425
20

裸錠 薄橙黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

20 MN 114 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日新製薬-明治製菓 睡眠障害改善剤 070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

20 MN 114 20mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日新製薬 睡眠障害改善剤 070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

20 YD 551 YD551 20mg:20mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢YD｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠障害改善剤 1004ﾋｰﾄ表20mg追加
070706収載

20 KW 169 20 20mg:KW169 20 裸錠 淡黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 080704収載
20 SW 752:20 SW-752:20 mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 080704収載
20 ｎ 037 裸錠 淡黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢日医工｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日医工 睡眠障害改善剤 080704収載
20 NPI:C20 NPI-217E 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 940708収載
20 t 47 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 経口血糖降下剤 040709収載
20 NP 121:20 NP-121 20mg 裸錠 淡黄 有 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠20mg｢NP｣ ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
060707収載

20 MH 533 MH533 20:20mg 裸錠(口腔内崩
壊錠）

白 有 ｸﾘﾏｰｹﾞﾝOD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｸﾘﾏｰｹﾞﾝ
ES錠20)

20 裸錠 薄橙 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝHA錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 大日本住友製薬 経口血糖降下剤 0605色変更(前:淡黄)
040709収載

20 CMX022 CMX022 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾆｶﾙﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｹﾐｯｸｽ 持続性Ca拮抗剤 0803中止 980710収載
20 CX34 20 CX34 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾐｶﾞｽﾁﾝ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｹﾐｯｸｽ H2受容体拮抗剤 中止
20 JD 04 JD04 20mg：20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｹﾗﾓ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 H2受容体拮抗剤 0705中止 040709収載
20 裸錠 白～微黄白 無 ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠20mg｢ﾀｹ

ﾀﾞ｣
ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 20mg 武田薬品工業 ｺﾃﾞｲﾝ系製剤(鎮咳･鎮痛

剤，下痢症状改善剤)
0906商品名変更(前:ﾘﾝ酸
ｺﾃﾞｲﾝ錠20mg｢ﾀｹﾀﾞ｣)
0812本体ｺｰﾄﾞ追加 ﾊﾞﾗの

20 NS 22 NS222：20mg 糖衣錠 白 無 ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬 Ca拮抗性降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)，ﾋｰﾄ
表20mg記載に変更
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠)

20 NS 22 NS22 20mg：20mg 糖衣錠 白 無 ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬 Ca拮抗性降圧剤 1004ﾋｰﾄｺｰﾄﾞNS22追加
20 n 078 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血

圧・狭心症治療剤)
050708収載
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20 PO 徐放性裸錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 大洋のｹ
ﾈｼﾞﾝ錠(ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ，中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

20 n 308 糖衣錠 白 無 ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 Ca拮抗性降圧剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠)

20 Tw 005：20 Tw005 20mg：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧薬 040709収載
20 MK 33 MK33 20mg:20mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20｢MEEK｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害

剤 高脂血症治療剤
090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

20 MK 33 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20｢MEEK｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 小林化工-明治製菓 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 高脂血症治療剤

090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

20 OH225：20 OH225 20mg：20mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg
「OHARA」

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 大原薬品工業・持田製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

040709収載

20 KW 257:20 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

20 MH 601 MH601 20：MH601 20mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠
20mg)

20 MH 601 MH601 20：MH601 20mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠20mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠20mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

20 TYK320:TYK320 20mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 030704収載

20 BMS:527 BMS527 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾌﾟﾘｾﾙ錠20mg ﾀﾞｻﾁﾆﾌﾞ水和物 20mg(ﾀﾞｻﾁﾆ
ﾌﾞとして)

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ
ｾﾞｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ

090313収載

20 ZNC 201:20 20mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持続型ACE阻害剤 0309ﾋｰﾄ変更，裏
AstraZeneca削除

20 DS 047:20 DS047 SED:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 060707収載
20 FJ 05 FJ05:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｾﾅﾌﾟﾛｽﾄ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 富士製薬工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体
020705収載

20 20 DK405 DK405:DK405 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾊﾟｼﾞﾋﾟﾝLA20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0212中止 000707収載
20 XP 4 ORGANON XP4:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg MSD Caﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持効

性製剤
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

20 BMS 1965 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ｾﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ20 ｻﾆﾙﾌﾞｼﾞﾝ 20mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 970725収載
20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
持続性高血圧･狭心症治
療剤

0704中止 03ﾋｰﾄ変更

20 MD 21J MD 21J 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 脳循環代謝改善剤 01ﾋｰﾄ表20mg追加 9702
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 MD 21J MD 21J 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 脳循環代謝改善剤 01ﾋｰﾄ表20mg追加 9702
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0303ﾋｰﾄ変更，裏ｺｰﾄﾞ削
除等 9804本体，ﾋｰﾄ変
更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 NS 264 NS264 20：20mg 裸錠 白 有 ｿﾌﾟﾚﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日新製薬 狭心症治療用ISMN製剤 1006日本化薬中止
20 TYK354 20mg 裸錠 白 有 ﾀｲｼﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
狭心症治療用ISMN製剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止

020705収載
20 Tw 730:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠

20mg｢ﾄｰﾜ｣
ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 090515収載

20 ｎ 047:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 091113収載

20 NS 411 NS411 20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾁﾑｹﾝﾄ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
20 TC442  TC442 TC442 20mg:20mg

TC442 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T20

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ20)，ﾋｰﾄ耳裏記号追

20 N V:132 20mg：20mg NV132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠20mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0210ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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20 N V:132 20mg：20mg NV132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠20mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0210ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 Tw 254：20 Tw254 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄCR錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 持続性Ca拮抗薬-高血
圧・狭心症治療剤-

040709収載

20 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 TR 212 20μ g TR212：20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 東ﾚ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

0504社名変更(山之内，
藤沢合併)

20 OH-173 20：20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大原薬品工業－ﾃｲｺｸﾒ
ﾃﾞｨｯｸｽ

Ca拮抗剤 0709中止 0310ﾋｰﾄ変更
900713収載

20 Tw 319 Tw319 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 Ca拮抗剤 1004ｺｰﾄﾞ変更
20 NT 253 NT-253 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢NT｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤／高血

圧･狭心症治療剤
080704収載

20 SW 084 SW-084 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠20)

20 Tw 274：20 Tw274 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 東和薬品・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
20 KW 382 200:KW382 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾙﾊﾞｸｼﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 共和薬品工業 広範囲経口抗菌剤 03～04頃中止 960705収

載
20 GS:FE2 GSFE2:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠20mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 20mg(ﾊﾟﾛｷｾ

ﾁﾝとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤
0209ｺｰﾄﾞ変更

20 KYO 241 KYO241 糖衣錠 白 無 ﾊﾞｿｾﾀﾞﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 京都薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗性降圧剤 0012中止 900713収載
20 TC 272:20 20mg:TC272 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 1007ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ中
20 HYZ 18：20 HYZ18 20：HYZ18 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 興和ﾃﾊﾞ・ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 尿失禁・頻尿治療剤 1101製造販売元変更(前:

ﾊｲｿﾞﾝ製薬)
20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠20mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)
20 NS 523 NS523 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾚｰﾙ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
20 ｔ 49 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐｯｸ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大洋薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
20 20 KH507 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ

ｺｰﾄ
橙 無 ﾋﾞﾀﾛｷｼﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 協和発酵工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309中止 0112ﾋｰﾄmg追

加 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

20 TYK334 20mg:TYK334
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
扶桑薬品工業

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1006ﾋｰﾄ20mg追加等
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20)

20 SW-451 SW-451 20：20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟﾛｷﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 0706中止 0308ﾋｰﾄ変更，
表20追加等 98～99ﾋｰﾄ
裏記号(SW-PIR20)削除

20 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0301ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

20 Tw 157 Tw157 20mg：20mg 口腔内崩壊錠 白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

050708収載

20 Tw 317 Tw317 20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
20 KYK 356 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg

「KOBA」
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

20 MED 372 MED-372:20 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢MED｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

080704収載

20 2 ＪＧ 2JG 20:20 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠20mg｢JG｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤(口腔内
崩壊錠)

070706収載

20 SW 512 SW-512 20mg:20mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
20 KYK 355 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

20 YD 641 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠
20mg)，ｺｰﾄﾞ･剤型変更
(前:糖衣錠)

20 KW 569 20:KW569 20 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg「ｱﾒﾙ」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 共和薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
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20 IC 527 IC-527 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢ｲｾｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｲｾｲ H2受容体拮抗剤 050708収載
20 PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ

ﾍﾟﾘﾝとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

20 JG E29 JG E29 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

101119収載

20 SW 592 SW-592:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

20 t 905 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

20 YD 449 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 旧品名(100528ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠20mg｢YD｣に変更)，旧
ｺｰﾄﾞ･剤型 日医工とﾋｰﾄ
異なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

20 YD 449 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0807中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

20 EE 12：20 EE12 20mg:20 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾞﾛｽﾀｰM錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤 0307販売
20 KW 556 KW556 20:KW556 20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 共和薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体製剤
020705収載

20 Tw 227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 東和薬品 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾌﾟﾛｽﾅｰ錠20）

20 NP 212:20 20mg:NP-212 裸錠 微黄 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 利尿降圧剤 1005ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表→裏へ
060707収載

20 SW 715 SW-715 20:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾄﾞﾅｰ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 沢井製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

020705収載

20 20mg 糖衣錠 褐 無 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾄ錠20mg ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 寿製薬 肝機能改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾄ錠)

20 TSU614 20mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠(ﾂ
ﾙﾊﾗ)

ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 鶴原製薬 肝臓疾患用剤 0305頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載

20 FJ 17：20 FJ17：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg
「F」

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 富士製薬工業 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘ
ﾝ錠20mg「F」)

20 TG 173:20 TG173 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg
｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

尿失禁･頻尿治療剤 080704収載

20 YD 365 YD365：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
第一三共ｴｽﾌｧ

尿失禁・頻尿治療剤 0911ｻﾝﾄﾞ中止 050708収
載

20 n 722 μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 日医工 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

020705収載 日本ｹﾐﾌｧ販
売品とﾋｰﾄ異なる

20 BS μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞｽﾄﾙﾅｰ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

20 20mg：20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/極薄
黄褐

ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

0305ﾋｰﾄ変更

20 PH 732：20 PH732 20mg 皮膜錠 白 無 ﾍﾟﾆﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

尿失禁・頻尿治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

20 μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

旧品名(100528ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏ
ｲﾗﾝ製薬中止

20 TYK341:TYK341 20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗｽﾄﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

20 YD 460 YD460:20μ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗﾄﾞﾙﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三
共ｴｽﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体剤

020705収載
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20 μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠
20μ g)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

20 IC 61 IC-61 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾞﾙｸﾞﾌｫﾙﾑ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｲｾｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0705中止 040709収載
20 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 循環機能改善剤 0504社名変更(合併)

010907収載(商品名の変
更 前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠)

20 μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾙﾅｰﾙ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

0310社名変更 020705収
載

20 BC 2 ORGANON BC2:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾋﾟﾆﾝ-Rｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ持効性製
剤

0607頃中止 0106ｺｰﾄﾞ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

20 YD 469 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾙﾎﾞｯﾂ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 陽進堂･富士製薬工業，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，本草製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1106ｱｲﾛﾑ製薬中止

20 OH 304 OH-304 20μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾙﾗｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大原薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

20 SW 742：20 SW-742 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝｽﾞﾌｫｰ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

20 TYK377 20：TYK377
20mg

裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

20 n 732：20 裸錠 薄橙 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
20 t 425 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠20mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾝｾﾘﾝ錠20)，
ﾋｰﾄ若干変更

20 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠20mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
20mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

20 YD 521：20 YD521:20mg 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾛｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

20 50H：20mg 硬カプセル 青/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載

20 錠剤 白～微黄 無 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

20 TZ 227:20 TZ227 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾉｰﾑ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

20 PH 351 PH351：20mg 糖衣錠 白 無 ﾐﾀﾋﾟﾗ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ Ca拮抗性降圧剤 0609中止 900713収載
20 PH303：20mg 裸錠 橙黄 有 ﾐﾀﾝB2錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
20 TP 219 TP-219 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾒﾃﾞｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0912ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ中止

0908中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

20 SW 517 SW-517 20mg:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞﾋﾟﾝ錠20 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

091113収載

20 227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9712ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 有 ﾒﾉﾌﾟﾘｼﾞﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性Ca拮抗剤 0607中止 0303ﾋｰﾄ裏変
20 771 TSU771 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾓﾐｱﾛﾝ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 鶴原製薬 H2受容体拮抗剤 040709収載
20 DK 416 DK416 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾘﾛｼﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業，ﾏｲ

ﾗﾝ製薬
尿失禁・頻尿治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾖｳﾚﾊﾞｰ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 陽進堂 肝機能障害治療剤 0809中止
20 197 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ変更 9007
収載

20 MS 008:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠20mg｢
明治｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 明治製菓 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 AK 249 AK249 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
AA｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg あすか製薬-武田薬品工
業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載
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20 JG E43 JG E43 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
JG｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 YD 643 YD 643 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
YD｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 陽進堂 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 Tw 219 20mg:Tw219 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

20 M 918 M918 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 KRM 125 KRM125 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢杏
林｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 TYK 501 TYK501 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢興
和ﾃﾊﾞ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

20 NS 558 NS558 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢日
新｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日新製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 CHO 23:20 CHO23 20mg:CHO23
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢CHOS｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 FF 15:20 FF15 20mg:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢FFP｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 Tu 237 Tu237 20mg:Tu237 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢TCK｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 辰巳化学 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 KC 81 KC81 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢科研｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 ｎ 893 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢日医工｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

20 Tw 331:20 Tw331 20mg:20mg 裸錠 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠20mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg(無水物
として)

東和薬品 持続性ACE阻害剤 091113収載

20 裸錠(楕円形) 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠20 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

20 KRM 109:20 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞﾄｰﾙ錠20 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

20 TSU864 20mg:20mg 糖衣錠 黄 無 ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ-20)

20 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾚﾊﾞｽﾀﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日新製薬 肝機能障害改善剤 0712中止 0710ﾋｰﾄ表記
号変更(前:NS344)

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠20mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 血行動態改善型降圧剤 1103中止 0504社名変更
(合併)

20 NV 130 20 NV130 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤黄/灰赤
黄

ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-田辺製
薬，ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

03中止(錠収載に伴い)
0209ﾋｰﾄ変更 980828収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

20 SW 757:20 SW-757:20mg 裸錠 白 有 ﾛｺﾌﾟｰﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg(無水物
として)

沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

091113収載

20 CG 116 20mg：20mg CG116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 03頃ﾋｰﾄ変更，表LOP20
削除等

20 ｎ 713:20 裸錠 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠20mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg 日医工 持続性ACE阻害剤 091113収載
20 KW 026 KW026 20:KW026 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠20mg｢ｱﾒ

ﾙ｣
塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

20 KN 206：20 KN206 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20「KN」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 小林化工・興和ﾃﾊﾞ 尿失禁・頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興
和，興和創薬)

20 Tu 202：20 Tu202 20：Tu202 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20「ﾀﾂﾐ」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 辰巳化学 尿失禁・頻尿治療剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
20 Sc 232:20 Sc232 20mg:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg｢

SKK｣
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 三和化学研究所-ｴﾙﾒｯﾄﾞ

ｴｰｻﾞｲ
尿失禁･頻尿治療剤 070706収載

20 KW 512：20 20：KW512 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg「ｱ
ﾒﾙ」

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 共和薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
A20)削除等

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 興和新薬 代謝性賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9704ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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20 AL20:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ] ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 9911ﾋｰﾄ

AL20削除)
20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核

二層錠)
淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0512錠剤小型化 0108本

体色変更(前:微赤)，ﾋｰﾄ
変更，裏記号(AO20)削除

20 AP20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱﾌﾟｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 不整脈治療剤 99中止 970711収載
20 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾉﾎﾘﾝ錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 同仁医薬化工 ATP製剤 中止
20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠20mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 第一三共 高血圧･狭心症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
20 ARU-20 糖衣錠 淡黄白 無 ｱﾙﾒｼﾞｽﾃﾝ錠20 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬 頭痛治療剤 9005中止
20 ATP20 Sc370：ATP 20mg 糖衣錠 赤 無 ATP錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg 三和化学研究所 内服用ATP製剤 0611中止 0212SP→PTP

9708ｺｰﾄﾞ追加(Sc370)
20 20mg HD-030:ATP 20mg 糖衣錠 橙 無 ATP錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ATP製剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:ATP腸
溶錠20mg｢NP｣) 0304社
名変更（前：菱山製薬）

20 ATP-20 302 糖衣錠 赤 無 ATP錠20mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 9002中止 薬価削除
20 20mg HD-030:ATP 20mg 糖衣錠 橙 無 ATP腸溶錠20mg｢NP｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ATP製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ATP錠｢ﾋｼﾔ
20

ATP20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ATP腸溶錠20mg｢第一三

共｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 第一三共 ATP製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ATP腸溶錠”
第一”)

20 AVL 110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 97ﾋｰﾄ変
更 900713収載

20 AZ 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
20 LEVITRA 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠20mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和

物
20mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 070524承認

20 HOE DHT:20 HOE DHT 20 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ20mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1008中止 0304ﾋｰﾄ表
20mg追加

20 IC-620 BES IC-620 20mg:BES20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾎﾞｳｴｽｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤 0804中止
20 BLO20mg 裸錠 黄～橙黄 有 ﾊﾞｲﾗﾌﾞ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｲｾｲ 高脂質血症改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 旧品名，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612

迄)，商品名変更に伴い
(新:ﾊﾞｲﾗﾌﾞ錠20mg)

20 BMD 20 BMD20 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
BMD｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 BR 20 μ g DORNALIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 BR 20 μ g DORNALIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/極薄
黄褐

ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

0510中止 旧ﾋｰﾄ(0305迄)

20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾊﾞｷｿｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性抗炎症･鎮痛剤 0308ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 NPI:C20 NPI-217E 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 940708収載
20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙

型)
くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠20mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 20mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本

ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

高脂血症治療剤 0909商品名変更[前:ﾍﾞﾌｧ
ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0712迄，新:ﾍﾞﾌｧ
ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞも変更
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20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0909ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ
SR錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更) 0712商品名変更(前:
ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠)，ﾋｰﾄｺｰ

20
20

裸錠 薄橙黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

20 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 030704収載
20 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
H2受容体拮抗剤 030704収載

20 CHO 20 CHO RIR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｿﾞﾗﾐﾄﾞR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-長生堂
製薬

徐放性不整脈治療剤 0810中止 0806商品名変
更(前:ﾘｿﾞﾗﾐﾄﾞR錠)

20 ZE 02:20 CS20 ZE02:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

0302ﾋｰﾄ変更 920710収
載

20 ICI421 20D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 900601
収載

20 ZNC421 20D D:ZNC421 20
AstraZeneca

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0407迄) 00ﾋｰﾄ変
更(ZENECAを
AstraZenecaに)

20 EE 25:D 20 EE25 20mg:EE25 20 口腔内崩壊錠 白～淡黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢
EMEC｣

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

081107収載

20 HOE DHT:20 HOE DHT 20 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ20mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1008中止 0304ﾋｰﾄ表
20mg追加

20 DLF DLF:20 DLF20 20mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更
前：ﾗｼｯｸｽ20mg錠） 02ﾋｰ
ﾄ20mg追加

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9901ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

20 SS 520 DR20 20:SS520 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾗｰﾙ錠20 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 久光製薬-田辺三菱製薬 睡眠障害改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504承継(ｴｽ
ｴｽ製薬より)

20 T 20 D T20 SCHERING:20mg 裸錠 白 無 ﾀｽｵﾐﾝ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝD錠)，ﾋｰﾄ裏MPI406と
D20削除

20 EKT-20 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ防已黄耆湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ防已黄耆湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾚﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾛｷｻｼﾞﾝ 20mg 山之内製薬 脳機能改善剤 9805中止 9612ﾋｰﾄ裏変
20 331 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

20 EP 20 EP20:Aplatin20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾌﾟﾗﾁﾝ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(090925ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

20 EP 20 EP20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠20mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾟﾗﾁﾝ錠

20 20mg:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠20mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 0901ｺｰﾄﾞ変更
20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質

製剤
0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

20 F20 TSU617 25mg 裸錠 白 有 ﾌｫﾘﾝｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 鶴原製薬 M1受容体遮断剤 0905中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｫﾘ
ﾝｾﾞﾋﾟﾝ錠)

20 FC20 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1011迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ) 091113収載

20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9108まで)
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20 PT F36 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 95ﾋｰﾄ
裏商品名記載

20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9702ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 FG 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日
本薬品工業

H2受容体拮抗剤 030704収載

20 F 22 FGD-20：20mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ H2受容体拮抗剤 050708収載
20 FG 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日

本薬品工業
H2受容体拮抗剤 030704収載

20 PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 非麻薬性鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9405まで)

20 PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠)

20 FLV 20 FLV20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢三和｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-三和化学研究
所

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

20 FM 20 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 990709収載

20 FM 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 利尿降圧剤 1004裸錠→ﾌｨﾙﾑｺｰﾄに
変更 0906ﾋｰﾄ表20追加

20 FMT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 FMT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ H2受容体拮抗剤 0701頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 糖衣錠 白 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠20mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 20mg 第一三共 統合失調症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

20 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg あすか製薬-武田薬品工
業

脳循環代謝改善剤 0808ﾋｰﾄ表mg追加 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 裸錠 橙黄 無 ﾘﾊﾞﾄﾛﾝ錠20 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 91中止
20 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾀｰ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1001ﾋｰﾄ若干変更
20 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞｽﾀｰD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1007ﾋｰﾄ若干変更 0504

社名変更(合併)
20

GaOD20mg
口腔内崩壊錠 微帯緑白～

帯緑白
無 ｶﾞｽﾀｰOD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 山之内製薬 H2受容体拮抗剤 0007中止 970627収載

20 HIBON 裸錠(楕円形) 黄～淡褐黄 無 ﾊｲﾎﾞﾝ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾊｲﾎﾞﾝ

20 HD 020 HD-020 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｲｰﾍﾞｽﾄﾈｰﾄ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 菱山製薬 脂質代謝･血行障害改善
剤

9104中止

20 IC 20 IC-20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｹﾊﾟｸﾙL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｲｾｲ 持続性Ca拮抗剤(高血
圧･狭心症治療剤)

000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載

20 IC-466:20 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻｰﾙ錠20mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg ｲｾｲ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻｰﾙ20)

20 ICI 219:20 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

20 IN 20 裸錠 白 無 ｱｲｽﾗｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 狭心症治療用ISMN製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0710迄)
20 IN 20 裸錠 白 無 ｱｲｽﾗｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 狭心症治療用ISMN製剤 0710ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
20 IC-520 ISD20 糖衣錠 白 無 ｲｾｼﾞﾋﾟｰﾙ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｲｾｲ Ca拮抗性降圧剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｾｼﾞﾋﾟｰﾙ錠)
20 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9610まで) 940527

収載
20 裸錠 白 有 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 0101割線入 9807ﾋｰﾄ表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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20 JG 20 JG20 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢JG｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 利尿降圧剤 1101裸錠→ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ，本
体大型化 070706収載

20 K 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)  990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 KB SP-R20 SP-R20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持
効性製剤

旧ｺｰﾄﾞ 9612ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 KH 020 KH020 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｱﾚﾛｯｸ錠2.5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 2.5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

20 KN 272 KN272 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

1011中止 0712商品名変
更(前:ｺﾊﾞﾗｰﾄ錠)

20 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾚｽﾄﾝｺｰﾜ ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 興和新薬 消炎･中枢性筋弛緩剤 8908中止
20 KW 020 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾛｽﾊﾟﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 共和薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 0703中止 0504本体ｺｰﾄﾞ

追加 900713収載
20 20 KW029 KW029 20:KW029 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 9607中止 940708収載
20 070 KW070:KW070 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0610迄)

>KW等)
20 KW 333:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｽﾛｰ錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤，高血

圧･狭心症治療剤
0711本体記号333追加

20 KW OM20 20:KWOM20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg「ｱﾒﾙ」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

20 Kw RA20 Kw RA20 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 KW TAN:20 20:KW TAN20 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢ｱﾒﾙ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 091113収載

20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/黄赤 ｹｰﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

20 KYO 226 KYO226 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾍﾙﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 京都薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 920710収載

20 030 L20:Tsuruhara ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 鶴原製薬-科研製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄ （02頃迄） 0109本
体ｺｰﾄﾞ追加 920710収載

20 030 TSU030 L20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 鶴原製薬･科研製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0301ﾋｰﾄ変更 0109本体
ｺｰﾄﾞ追加 920710収載

20 n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 日医工のｺﾘﾈｰﾙL錠
20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

20 n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

20 L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

20 L 20 NFL L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9407承継
920710収載

20 L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 97ﾋｰﾄ
変更

20 L 20 268 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 中北薬品 高血圧･狭心症治療剤 02中止 9807製造元変更
(中北薬品での実績なし)

20 L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

20 L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業･科薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0512
大洋のみ，0508科薬のみ
ﾋｰﾄ変更(20mgから20)

20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA20mg) 0303ﾋｰﾄ変更

20 LA 20 NDT L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｶｼﾞﾙｽL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 040709収載
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20 LA20:Hoechst LA20 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ20mg錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9506まで)
20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/微黄

白
ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 20mg(ﾃﾞｭﾛｷ

ｾﾁﾝとして)
塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

20 裸錠 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟｶｰﾙ錠 ﾄﾚﾋﾟﾌﾞﾄﾝ 40mg ﾜｲｽ 膵･胆道疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504迄)，承継(大
原薬品工業へ)に伴い

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠20mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 20mg 山之内製薬 血行動態改善型降圧剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 9610ﾋｰﾄ
裏変更 920529収載

20 裸錠(蝶型) 淡黄 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠20mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9802ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 CG 116 LOP20:CG 116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9712ﾋｰﾄ
裏変更(LOP20削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 MS M20
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒｲｱｸﾄ錠100 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 明治製菓 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0608中止，ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg販売に伴い

20 糖衣錠 白 無 ﾐｸﾞﾘｽﾃﾝ錠20 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 塩野義製薬 片頭痛･緊張性頭痛治療
剤

0106本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

20 MK 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 小林化工-明治製菓 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
DS10%｢MEEK｣(明治)とｺｰ
ﾄﾞ同じ

20 MK 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 小林化工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
DS10%｢MEEK｣(明治)とｺｰ
ﾄﾞ同じ

20 MO20A 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS600 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 600mg/包(30
ｶﾌﾟｾﾙ)

持田製薬 EPA製剤 0206分包表示変更
981204収載 分包商品名
記載

20 MO 20D 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS900 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 持田製薬 EPA製剤 040625収載
20 MPI 221 MPI221：200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 不整脈治療剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表20削
20 MPI 217 MPI217:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｺﾃﾞｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続型Ca拮抗性降圧剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆｺﾃﾞｰﾙLA20)
20 MPI 216 MPI216:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｺﾃﾞｰﾙ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 Ca拮抗性降圧剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0204ﾋｰﾄ表20削
20 227 MPL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 920710

収載
20 n 161:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日医工 脳循環代謝改善剤 0811本体ｺｰﾄﾞｎ161追加
20 NC R20 NCR20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠

20mg｢ｹﾐﾌｧ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 LA 20 NDT L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｶｼﾞﾙｽL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 040709収載
20 ZE 102 ZE102 NFL20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業･三和化学

研究所，沢井製薬
持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

040709収載

20 Sc 213 Sc213 NIR-L20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾚｰﾅL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤､高血
圧･狭心症治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更（Sc213裏
から表） 9607ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 TYK183 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

20 NL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0107
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

20 NL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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20 L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0704販売会社社名変更
(前:科薬) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変
更

20 NOLVADEX 20 D:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 乳癌治療剤 旧品名(0606迄)，旧ﾋｰﾄ，
商品名変更に伴い(新:ﾉﾙ
ﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠20mg) 0407ｺｰ
ﾄﾞ変更

20 NOLVADEX 20 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ
D)，ﾋｰﾄ変更 0407ｺｰﾄﾞ変

20 NP 020 20mg:NP-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢NP｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 NPI:20 NPI-219C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾝﾃｰﾙ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業 循環機能改善剤 9902中止 900713収載
20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾄﾛｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｴｰｻﾞｲ 狭心症治療剤 9605ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
20 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
β 遮断剤 9705中止 9509社名変更

20 NZ 2 NZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9902ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載) ﾋｰﾄ表裏商品名記載

20 OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ 20:OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
20

20mg OH-239:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠20mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9202まで)
20 OP OP212SV 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9603中止
20 O.S O-20 O.S-OS･20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠20 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
20 M132 OZ-20 糖衣錠 白 無 ｵｿﾞﾝﾀﾑ20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 模範薬品研究所 抗不安剤 8708中止
20 P 20 TTS-371 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg

｢ﾀｶﾀ｣
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠20)
20 P 20 TTS-371 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 旧品名(090925ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ

塩酸塩錠20mg｢ﾀｶﾀ｣に変
更) 050708収載

20 C-31A 20 C-31A･20 20:20 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

20 PA20SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾋﾞｵｽ20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 生晃栄養薬品 肝臓障害治療剤 9603中止
20 PCM-20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｼｶﾑ錠20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 正和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9403中止 920710収載
20 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 循環機能改善剤 0504社名変更(合併)

010907収載(商品名の変
更 前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠)

20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1009迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLA20mg)

20 PJ LA20 HYZ03 HYZ03 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙｼﾞﾉｰﾊﾞLA20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 持続性Ca拮抗剤 0404中止 980710収載
20 20mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾙﾓﾝ錠20mg ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
肝機能改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾙﾓﾝ錠)
20 PMT020 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾄﾞｰｼﾞﾝPM錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 同仁医薬化工 肝臓疾患治療剤 9803中止
20 PO 徐放性裸錠 白(薄灰又は

淡黄の斑点)
無 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ徐放錠

20mg｢ﾀｲﾖｰ｣
硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤〈持

効錠〉
090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠)
大洋のｹﾈｼﾞﾝ錠(ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄ
ﾌｨﾘﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同

20 PPN-20 328 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝNa20mg錠｢
ﾅｶﾉ｣

ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 大洋薬品工業 肝疾患治療剤 94中止

20 TYK231 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売
9903中止

20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞｼﾉﾝP腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg わかもと製薬 代謝性製剤 0201中止 9808ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾎﾟﾄﾛ20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日清製薬 肝機能改善剤 9601中止
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20 PTD L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更

20 PT F20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
20 裸錠 白～微帯黄 有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 20mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 9612中止
20 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄）  9705ﾋｰ

ﾄ裏変更
20 RBC20 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾗﾋﾞｽﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 96中止 900713収載

20 197 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9502本体刻印

20 RDS L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

20 RDS L20 RDS L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 97中止 950707収載
20 Pfizer:REP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾚﾙﾊﾟｯｸｽ錠20mg 臭化水素酸ｴﾚﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 20mg(ｴﾚﾄﾘﾌﾟ

ﾀﾝとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ 5-HT1B/1D受容体作動

型片頭痛治療剤
0304社名変更（統合に伴
い） 020607収載

20 C-22B 20 RES20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
20 RFV-20 裸錠 橙黄 無 ﾄﾖﾌﾗﾃﾞﾆﾝB錠20 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 東洋新薬 脂質代謝改善･ﾋﾞﾀﾐﾝB2

製剤
8805中止

20 ROCHE 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 日本ﾛｼｭ 持続性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
20 Pfizer:RVT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾁｵ錠20mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 20mg(ｼﾙﾃﾞﾅ

ﾌｨﾙとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ5阻害薬 080418収載

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9705
ﾋｰﾄ裏変更

20 裸錠 黄 有 ｼﾝﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 日清製薬 高脂質血症改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9508中止
20 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9908中止 9604社名変更

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) ｾﾚｶﾙ
錠10と本体ｺｰﾄﾞ同じ

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9511
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ 20mg MSD 抗悪性腫瘍剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) 治験
中のものは本体ｺｰﾄﾞが
TEMODALではなく
TEMOZOLOMIDE

20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9906中止 920710収載

20 SRB 20 SRB20 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｻﾝﾄﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

20 SW-020 200:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｹﾝﾄﾝS ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新：ｹﾝﾄﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ200ｍｇ) 0002色変
更(以前:橙赤透明) 99ﾋｰ
ﾄ裏記号(SW-KNS)削除

20 SW-020 200:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｹﾝﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾝﾄﾝS)

20 SW-439:20 SW-ST 裸錠 白 有 ｻﾜﾀｰﾙ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 89中止
20 SW 084 SW-084 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧･狭心症治療剤
旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL
錠20mg｢ｻﾜｲ｣に変更) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AT20)削

20 SW C20：20 SW-C20 20mg：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
20 SW F20:20 SW-F20:20mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ

ﾝ口腔内崩壊錠)
1003頃本体裏20追加(味
もﾒﾝﾄｰﾙからｵﾚﾝｼﾞﾖｰｸﾞﾙ
ﾄへ変更) 060707収載

20 SW-691:SW-FC20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｻｺｰﾙ20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 92中止
20 SWNF CR20 SW-NF CR20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧･狭心症治療剤
060707収載
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20 SW 919 SW 919 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾋﾟﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 Ca拮抗性降圧剤 0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-NN20)削除

20 SW PPV 20 SW-PPV20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg｢ 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 沢井製薬 尿失禁･頻尿治療剤 060707収載
20 SW RZ20 SW-RZ20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢ｻ

ﾜｲ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

20 SW TDS:20 SW-TDS20:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢ｻﾜｲ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安剤 091113収載

20 SW 696 SW-696 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 沢井製薬 鎮暈剤 00本体変更(696追加)，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 SYD-20:MECT KI-2173 裸錠 白 有 ｼﾄﾞﾙｰｾﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ﾒｸﾄ 狭心症･不整脈治療剤 9306中止
20 T 20 D T20 SCHERING:20mg 裸錠 白 無 ﾀｽｵﾐﾝ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg(ﾀﾓｷｼ

ﾌｪﾝとして)
ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝD錠)，ﾋｰﾄ裏MPI406と
D20削除

20 T20 MLC20:TTS-233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 900713収
載

20 T20 TTS-233 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ変更
20 TA 105 裸錠 薄橙 無 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 20mg（ｸｴﾝ酸

ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮咳剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

20 TA M20
PGUARD:20mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄～黄 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠20mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 20mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

20 M427 TB-20 裸錠 橙黄 無 ﾂｰﾋﾞﾀ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9008中止
20 TC 272:20 TC272 20mg:TC272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 97ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
20 KC 27 TLS20 KC-27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｰｻｰ･20 塩酸ﾌﾞﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 科研製薬 β 受容体遮断性狭心症

治療剤
9707中止

20 TLT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡橙 無 ﾁﾙﾄﾘｱ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0407中止 960705収載
20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ

ﾃﾞｨｵ，杏林製薬
持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日

清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

20 Tw 170 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 070706収載
20 KC 32 KC32 20μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｻｲﾘﾝ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 科研製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導

体製剤
0112ﾋｰﾄ変更，商品名記
載 9703ﾋｰﾄ変更(TPC20

20 PO 徐放性裸錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤〈持
効錠〉

旧品名(090324硝酸ｲｿｿﾙ
ﾋﾞﾄﾞ徐放錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 大洋のｹﾈｼﾞﾝ錠
(ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ，中止)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

20 CG 108 20mg:CG108 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗｻｺｰﾙ錠20mg 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ β -受容体遮断剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾄﾗｻｺｰﾙ錠）

20 ZE 14 ZE14 TS20:20mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾁｵｽﾀｰ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

H2受容体拮抗剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

20 TSU 020 TSU020 200mg:200mg 裸錠 白 有 ｱﾃﾈﾒﾝ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 鶴原製薬 解熱鎮痛剤 10中止 050708収載
20 TSU020 裸錠 淡灰赤紫 有 ｱﾅｼﾘﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 鶴原製薬 化学療法剤 9504薬価削除
20 TSU586 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟｵﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 920710収載
20 Tu AN Tu AN-020 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾒﾄﾛﾝ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 辰巳化学 筋緊張性疾患治療剤 0908中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ｱﾝﾒ
ﾄﾛﾝ錠)

20 Tu-AS 20 TuAS-20:TuAS-20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱｽﾓｯﾄ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
20 Tu ATP-20 耳:ATP20mg 糖衣錠 赤 無 A.T.P.｢ﾀﾂﾐ｣腸溶錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 辰巳化学 代謝性製剤 96中止
20 Tu CN-020 糖衣錠 淡黄 無 ｺﾙﾝﾅﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 辰巳化学 抗ｾﾛﾄﾆﾝ剤 9912中止
20 Tu-CR 20 TuCR-20：TuCR-20

20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠20「ﾀﾂﾐ」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 辰巳化学・日医工，日本

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
持続性高血圧・狭心症治
療剤

050708収載

20 Tu-GS 20 Tu GS-20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ｹﾞｽｺﾘﾙ錠20mg ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 辰巳化学 持続性消炎･鎮痛剤 0612中止 970711収載
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20 Tu-HT 20 TuHT-20 20mg：TuHT-20
20mg

糖衣錠 白～微黄白 無 ﾊｰﾌﾀﾂﾐ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 辰巳化学 H2受容体拮抗薬 030704販売

20 Tu-HT 20 TuHT-20 20mg：TuHT-20
20mg

糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢TCK｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

20 Tu KH-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾊｯﾄ錠｢20｣ 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 辰巳化学 狭心症･不整脈治療剤 0908中止
20 Tu-LI 20 Tu LI-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾝﾌﾞﾚｰﾝ錠｢20｣ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 辰巳化学 抗めまい剤 0606本体ｺｰﾄﾞ刻印
20 Tu ME Tu ME-020 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾙｺﾓﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
920710収載

20 Tu-MH 20 TuMH-20 20:TuMH-20
20mg

裸錠 薄橙黄 有 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠20｢ﾀﾂﾐ｣ 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 辰巳化学 持続性Ca拮抗降圧剤 0908中止 060707収載

20 Tu NB-020 糖衣錠 白 無 ﾈﾌﾞｽﾝ錠｢20｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 辰巳化学 抗不安剤 96中止
20 Tu PL Tu PL-020 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚｱﾙﾋﾟﾝ錠｢20｣ 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
Ca拮抗性降圧剤 900713収載

20 Tu RZ-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｽﾞﾌﾟﾚﾝ錠20mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 辰巳化学 鎮咳･気道粘液溶解剤 0707中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛｽﾞ
ﾌﾟﾚﾝ錠)

20 Tw 020:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

東和薬品 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

20 Tw AS
20mg

糖衣錠 白 無 ｱﾛｽﾄｰﾜ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 東和薬品 筋緊張性疾患治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｱﾛｽﾄｰﾜ錠)

20 Tw:IB 20 Tw.IB20 20mg：20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠20）

20 Tw:20 Tw.NF.L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠）

20 Tw 20 Tw.NS20:20 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 900713
収載

20 Tw.OP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｿﾌｧﾘｺｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 東和薬品 冠血管拡張剤 94中止
20 Tw.PAL 20 Tw.PAL20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾊﾟﾙﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 東和薬品 鎮痛消炎剤 900713収載
20 Tw:SP 20 Tw.SP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾌﾟｾﾛﾝ錠20 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
920710収載

20 TXP-20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾖｷｻﾋﾟﾝ錠20 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 20mg 東洋新薬 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

8902中止

20 TYK20 裸錠 白 無 ｶﾞｽｼﾘｺﾝ錠･40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大正薬品工業 消化器内ｶﾞｽ駆除剤 04頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

20 MO200 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
20 裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品

工業
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

20 WY20 WY20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～帯黄灰
白

無 ﾋﾞﾋﾞｱﾝﾄ錠20mg 酢酸ﾊﾞｾﾞﾄﾞｷｼﾌｪﾝ 20mg(ﾊﾞｾﾞﾄﾞ
ｷｼﾌｪﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 骨粗鬆症治療剤 100917収載

20 Y CA:20 Y-CA20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠20mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 20mg 田辺三菱製薬 組織ACE阻害型降圧剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

20 Y CA:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠20mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 20mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
20 YD 020 YD020 裸錠 淡黄 無 ｷｿﾗﾐﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 陽進堂 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｷｿﾗﾐﾝ)
20 20 Y-EC20 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日本医薬品工業-吉富製

薬
脳循環代謝改善剤 0001中止 930909販売

20 Y OM20 Y-OM20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞﾝ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 田辺三菱製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0208ﾋｰﾄ裏記
号削除 0110社名変更
010215収載(商品名変更
前:ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞﾝ錠)

20 ICI 201:20 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

20 ZBO ZBO 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形）

微黄白 無 ｱﾗﾊﾞ錠20mg ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 030912収載
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20 ZNC 219:20 20mg:ZENECA 219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9311変
更(社名変更により)

20 ZNC 201:20 20mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 9311変
更(社名変更により)

20 ZNC 421 20D D:ZENECA 421
耳:ZENECA 421 20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｾﾞﾈｶ薬品 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 1009ｺｰﾄﾞ変更
20 SANKYO 108:20 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 三共 抗不安剤 9709中止
20 裸錠 薄橙黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

20 CT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ｼﾝｼﾘﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾘｱﾅｰﾙ錠200mg ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ 200mg 田辺三菱製薬 気道分泌細胞正常化剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 011207収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

21 C 21K 0.125:C-21K 0.125 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.125mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 中外製薬 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体 020705収載
21 021 裸錠 白 有 ﾊﾞｽﾄｰﾙ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 日本医薬品工業 末梢循環障害治療剤 89中止
21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾛﾌ錠10mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg ﾏﾙｺ製薬 血圧降下剤 9610中止
21 ANGE21 TZ361 糖衣錠 赤褐 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ

ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
0.050mg，
0.030mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

21 ANGE21 TZ361 糖衣錠 白 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.075mg，
0.040mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

21 ANGE21 TZ361 糖衣錠 黄 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.125mg，
0.030mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

21 AT 21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠T50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 帝三製薬 β 遮断剤 0112中止 920710収載
21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾛﾌ錠30mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg ﾏﾙｺ製薬 血圧降下剤 9305中止
21 BMD 21 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ･高田製薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造

販売元変更に伴い(前:富
士ｶﾌﾟｾﾙ)

21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾛｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800E.L.U ﾏﾙｺ製薬-日医工 血管代謝改善剤 0607中止 0311ヒート裏変
更

21 C-21A 0.25:C-21A 0.25 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0206本体記号割線の両
側に 010907品名変更
(前:ｼﾞｺﾞｼﾝ錠）

21 C-21F C-21F・2.5：2.5 裸錠 白 無 ｼｸﾞﾏｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 中外製薬 狭心症治療剤 0211ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 9707ﾋｰﾄ記号
(SIG2.5)削除，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

21 C-21F 5 C-21F・5:5 裸錠 白 有 ｼｸﾞﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 中外製薬 狭心症治療剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 9705ﾋｰﾄ記号(SIG5)
削除，裏商品名記載(ｶﾀｶ

21 CH21:CH21 50μ g 裸錠 白 有 ｱｽﾄﾌﾟﾛﾁﾝ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 長生堂製薬 気管支拡張剤 0701中止 960705収載
21 C-21H 0.5 C-21H 0.5 0.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾗﾝ0.5mg錠 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
0802ﾋｰﾄ変更(表0.5mg追
加等) 0801販売元変更
(前:中外製薬)

21 C-21H 1 C-21H 1 1mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾗﾝ1mg錠 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

0802ﾋｰﾄ変更(表1mg追加
等) 0801販売元変更(前:
中外製薬)

21 CHO 21 CHO COS 錠剤 白～帯黄白 無 ｵｽﾗｸﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 骨粗鬆症治療剤 0105中止 00ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 971218承

21 CY 21 CRY-50 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾛｲｼﾝ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
21 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾌﾉｽ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾏﾙｺ製薬 冠循環改善剤 9910中止
21 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾌﾉｽ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 冠循環改善剤 0604頃中止 0302ﾋｰﾄ変

更 9801ﾋｰﾄ変更
21 EE 21：1 EE21 1mg：1 裸錠 白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝM錠1｢EMEC｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 血圧降下剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾗﾄｯｸｽM錠
1) 040709収載

21 裸錠 白 有 ﾗﾋﾟﾉｰｹﾞﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 β 受容体遮断剤 0604頃中止 0301本体ｺｰ
ﾄﾞ化，ﾋｰﾄ変更 9804ﾋｰﾄ
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21 FJ 21 FJ21：0.5mg 裸錠 白 有 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ錠0.5「F」 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ 0.5mg 富士製薬工業 選択的ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 040709収載
21 FN FN21C 裸錠 白 有 ﾌﾅｿﾞｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ

ﾀﾞｳ)
低血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

21 FN21D 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾊｲｸﾛﾚｰﾄ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

動脈硬化用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

21 FN 21G FN21G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

21 FN 21H FN21H 裸錠 白 有 ﾚｽｱｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

21 FN 21J FN21J ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

21 FS P21 FS-P21 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg｢
ﾌｿｰ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 扶桑薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止

21 裸錠 白 有 ﾗﾋﾟﾉｰｹﾞﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ﾏﾙｺ製薬 β 受容体遮断剤 9511中止
21 裸錠 白 無 ｴﾙｺﾞｽﾊﾟｵﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

21 H D:021 HD-021 30mg:30mg 裸錠 白 有 ﾋｼﾚﾀﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0612商品名変更(前:ﾋｼﾚ
ﾀﾝ錠) 0403ﾋｰﾄ変更 0304
社名変更（前：菱山製薬）
980710収載

21 HPC021 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄 ﾁｺｶﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 原沢製薬-陽進堂 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606より陽進堂が販売

21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾙｺﾄｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬 脳代謝機能改善剤 9508中止
21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾙﾃｯﾌﾟ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 心・腎疾患治療剤 0606頃中止 0307本体刻

印追加，ﾋｰﾄ裏商品名記
載等

21 JG C21 JG C21 0.125:0.125 裸錠 白 無 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg｢JG｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
21 JG E21 JG E21 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢JG｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
21 裸錠 白 無 ﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症治療剤 9506中止
21 KB 21R25 裸錠 白 無 ﾛｲﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 脳血流促進剤 9905中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
21 KB 21R50 裸錠 白 無 ﾛｲﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 脳血流促進剤 9905中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
21 KC 21 TRB KC-21 裸錠 白 有 ﾛﾋﾞﾅｰﾙ錠 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg 科研製薬 消化性潰瘍治療剤 9908中止
21 KH 021 KH021 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 有 ｱﾚﾛｯｸ錠5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
21 KTB 21 MYO･50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 寿製薬 筋緊張･循環改善剤 旧ﾋｰﾄ 9206変更
21 KTB 21 KTB-21 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 寿製薬・昭和薬品化工，

高田製薬
筋緊張･循環改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠)
21 KW021 糖衣錠 淡黄 無 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ錠｢ｱﾒﾙ｣ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 共和薬品工業 抗めまい剤 9112中止
21 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 050610収載，商品名変更

に伴い(前：ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠)
21 裸錠 白 有 ﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症治療剤 0107中止 9805ﾋｰﾄ変更
21 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ﾖｰﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬 心臓異常興奮調整剤 0011中止 9808ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
21 MD 21A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｾﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 脳代謝改善剤 9507中止 9201変更(社名

変更の為)
21 MD MD 21C 裸錠 白 有 ﾌﾅｿﾞｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 低血圧治療剤 9507中止 9201変更(社名

変更の為)
21 MD 21D 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾊｲｸﾛﾚｰﾄ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 動脈硬化用剤 9507中止 9201変更(社名

変更の為)
21 MD 21G MD 21G 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 脳循環代謝改善剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾛｸﾗｰﾙ錠)
01ﾋｰﾄ表10mg追加 9702
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

21 MD 21H MD 21H 裸錠 白 有 ﾚｽｱｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 利尿降圧剤 9507中止 9201変更(社名
変更の為)
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21 MD 21J MD 21J 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 脳循環代謝改善剤 01ﾋｰﾄ表20mg追加 9702
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

21 MED 021:5 MED-021:5 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢MED｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

21 MI 21 裸錠 白 有 ﾐﾉﾄﾞｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 帝三製薬 高血圧･不整脈治療剤 9701中止
21 MK 21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 小林化工-明治製菓 抗精神病剤 070706収載 小林化工と

ﾋｰﾄ異なる
21 MK 21 MK21 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 小林化工 抗精神病剤 070706収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
21 NS 21 NS239 0.125:0.125mg 糖衣錠 白～灰白 無 ﾒﾁﾚｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日新製薬・科薬 子宮収縮止血剤 0706中止 0305本体ｺｰﾄﾞ

追加
21 裸錠 白 有 ﾑﾛﾋﾞﾉﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg ﾏﾙｺ製薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 0209中止 9801ﾋｰﾄ変更
21 O G:21 OG21 Otsuka 50μ g:50μ

g
裸錠 白 有 ﾒﾌﾟﾁﾝ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 大塚製薬 気管支拡張剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌﾟﾁﾝ錠)
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など

21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｻﾒﾃﾞｰﾙ錠10 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ﾏﾙｺ製薬 虚血性心疾患治療剤 9502中止
21 PT F21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｱｻﾒﾃﾞｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬 虚血性心疾患治療剤 9312中止
21 裸錠 白 有 ﾈﾌﾛｯｸｽ錠 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 降圧利尿剤 0606頃中止 0303本体ｺｰ

ﾄﾞ追加 9801ﾋｰﾄ変更
21 RM 21 RM21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄﾌﾞﾚﾝ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾛｰﾏﾝ工業 組織呼吸賦活剤 0103中止 900713収載
21 RY-21.A.100 RY-21.A.100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
100mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0302ﾋｰﾄ変更

21 RY-21.A.200 RY-21.A.200 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
200mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

21 2 SW-021 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 沢井製薬 抗不安剤 旧本体(99まで)
21 SW 021 SW-021 2mg:2mg 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 沢井製薬 抗不安剤 0205ﾋｰﾄ変更 99本体変
21 SYT021 糖衣錠 白 無 ｵﾘｻﾞｰﾙ錠 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 三恵薬品 自律神経賦活剤，高脂血

症治療剤
0706中止

21 裸錠 白 有 ﾊﾞﾝｻﾓｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ﾏﾙｺ製薬 不整脈･狭心症治療剤 0210中止
21 t 21 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載 腸溶性の粒
を含む

21 TC 21:5 5mg:5mg TC21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝ錠5 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 5mg 大鵬薬品工業 H2受容体拮抗剤 0503ﾋｰﾄ変更
21 TKS:21 TKS21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾄﾞﾅﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 帝国化学産業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
21 TSU021 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾅｼﾛｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 鶴原製薬 α ，β 受容体遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(0810頃迄)，製造

販売元変更に伴い(新:日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)

21 Tw 021:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

21 TYK21 糖衣錠 白 無 ﾁｱｽﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大正薬品工業 鎮痙剤 9303中止
21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢NUP｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択Ｈ1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

091001収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠5｢AR｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬からの承継
に伴い

21 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/乳白 ﾊﾛﾌｨｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾏﾙｺ製薬 脂質代謝改善剤 9405中止
21 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾏﾙｺ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 不整脈治療剤 9608中止
21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵｱﾆﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 循環機能改善剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)
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21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵｱﾆﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 循環機能改善剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

21 YD021 裸錠(花形) 淡赤 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢
YD｣

ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 陽進堂 降圧利尿剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞ
ﾄﾞ錠(陽進)) 十字割線

21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾚﾁﾝ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止
21 ZE 21 ZE21 SAT:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾝﾄ錠 ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 全星薬品工業-全星薬品 鎮痛･抗炎症剤 旧品名(080620ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ

酸錠200mg｢ZE｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

21 ZE 21 ZE21 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸錠200mg｢
ZE｣

ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 全星薬品工業-全星薬品 鎮痛･抗炎症剤 0911中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｻﾑ
ﾅﾝﾄ錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

21 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾋﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大日本住友製薬 消化性潰瘍治療剤，精
神･情動安定剤

0802ﾋｰﾄ裏50追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ)

21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大日本住友製薬 精神･情動安定剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100)

21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大日本住友製薬 精神･情動安定剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200)

21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大日本住友製薬 消化性潰瘍治療剤，精
神･情動安定剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠50)
0112ﾋｰﾄ英名記載

21 糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠3mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
21 糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠3mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
22 022 糖衣錠 緑 無 ｼﾀﾞﾐﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 日本医薬品工業 消炎剤 89中止
22 022 裸錠 白 有 ﾁﾞｳﾚｰｾﾞ1号 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 日本医薬品工業 利尿降圧剤 89中止
22 022 裸錠 淡黄 有 ﾊｲﾁﾞｳﾚｰｾﾞ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 日本医薬品工業 降圧利尿剤 89中止
22 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾋﾟｱｽｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｹﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療

剤
0607中止 0307ﾋｰﾄ裏ｺｰ
ﾄﾞ，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

22 BMD 22 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ･高田製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い(前:富
士ｶﾌﾟｾﾙ)

22 C-22B 5 RES5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
22 C-22B 20 RES20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
22 C-22B 30 RES30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
22 C-22B 20 C-22B・20：20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠20mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追

加等
22 C-22B 30 C-22B・30：30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠30mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追

加等
22 C-22B 5 C-22B・5：5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠5mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ記

載等
22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

22 CHO 22:10 CHO22 10mg:CHO22
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢CHOS｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

22 CMX022 CMX022 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾆｶﾙﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｹﾐｯｸｽ 持続性Ca拮抗剤 0803中止 980710収載
22 CY 22 CRY-200 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾛｲｼﾝ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
22 E 22 TSU99 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾂ

ﾙﾊﾗ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 鶴原製薬 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠4mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣)

22 EE 22：2 EE22 2mg：2 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝM錠2｢EMEC｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 血圧降下剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾄｯｸｽM錠
2) 040709収載

22 F 22 FGD-20：20mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ H2受容体拮抗剤 050708収載
22 FJ 22 FJ22:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢F｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載
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22 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 気道潤滑去痰剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ裏
変更，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803ﾋｰﾄ変更

22 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.025mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気管支拡張剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠
0.025)

22 HD:022 HD HD-022:HD-022 裸錠 白 無 ﾈｸﾛｱｰﾄ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 菱山製薬 持続性心身安定剤 9912中止 980710収載
22 HPC022 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡赤 ﾁｺｶﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 原沢製薬-陽進堂 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606より陽進堂が販売

22 μ g 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気管支拡張剤 0911発売
22 JD-022 糖衣錠(腸溶 淡緑 無 ｴﾃﾞﾏｰｾﾞ･D ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 40000単位 ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 消炎酵素剤 0409中止
22 JG C22 JG C22 0.25:0.25 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢JG｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
22 JG E22 JG E22 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢JG｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
22 KC 22 KC22 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙｰｻｰ 塩酸ﾌﾞﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 科研製薬 β 受容体遮断性狭心症

治療剤
0305中止 98ﾋｰﾄ変更
(TLS10削除)

22 KH 022 KH022 2.5mg:OD 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

極薄黄 無 ｱﾚﾛｯｸOD錠2.5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 2.5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 101119収載

22 糖衣錠 橙 無 ｽﾒﾙﾓﾝｺｰﾜ糖衣錠 興和新薬 咳嗽治療剤 9307中止
22 KTB 22 KTB22:POL･2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ2mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
960705収載

22 KOWA KWP-22 裸錠 白 有 ﾘﾌﾟﾄﾆﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 抗めまい剤 9203中止
22 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 9703ﾋｰﾄ変更(TIP-2削除)
22 MDP 22A 裸錠 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-塩野義製

薬
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで) 900420

収載
22 MDP 22A MDP22A 裸錠 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで) 900420

収載 920101社名変更
22 MED 022:10 MED-022:10 mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢

MED｣
ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

22 2.5 MH22 2.5mg:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1007ﾋｰﾄ若干変更
090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠

22 2.5 MH22:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(090515ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ
ﾏﾚｲﾝ酸塩錠2.5mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣に変更) 0802社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

22 MK 22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 小林化工-明治製菓 抗精神病剤 070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

22 MK 22 MK22 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 小林化工 抗精神病剤 070706収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

22 MSD 22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾌﾟﾛﾍﾟｼｱ錠0.2mg ﾌｨﾅｽﾃﾘﾄﾞ 0.2mg MSD 男性型脱毛症用薬，5α -
還元酵素監型阻害薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 薬価未
収載

22 NS 22 NS222：20mg 糖衣錠 白 無 ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬 Ca拮抗性降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)，ﾋｰﾄ
表20mg記載に変更
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠)

22 NS 22 NS22 20mg：20mg 糖衣錠 白 無 ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬 Ca拮抗性降圧剤 1004ﾋｰﾄｺｰﾄﾞNS22追加
22 O G:22 OG22 Otsuka 25μ g:25μ

g
裸錠 白 有 ﾒﾌﾟﾁﾝﾐﾆ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 大塚製薬 気管支拡張剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌﾟﾁﾝﾐﾆ錠)
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)など

22 5mg OI22:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌﾟﾗｽﾀｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 0207中止 0204ﾋｰﾄ変更，
記号OI22裏→表へ

22 RM 22 RM22 15mg:15mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾙｽﾏﾘﾝA錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾛｰﾏﾝ工業-高田製薬 気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾙｽﾏﾘﾝA錠)

198 / 332 ページ



22 SB22 SB22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾄﾘﾙ錠2mg 塩酸ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ 2mg 中外製薬 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ，形状（0310迄）
0210製造販売元変更
980619収載 ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

22 SS 022 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ﾗｽﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｽｴｽ製薬 脳血流促進剤 9005中止
22 SYT022 糖衣錠 類白 無 ｹｲﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 三恵薬品 めまい治療剤 0512中止
22 裸錠 白 有 ﾋﾞﾝﾃｰﾙ(ﾄｰﾖ) ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
92中止

22 TC 22:10 10mg:10mg TC22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝ錠10 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 10mg 大鵬薬品工業 H2受容体拮抗剤 0503ﾋｰﾄ変更
22 TKS:22 TKS22 25μ g 裸錠 白 有 ﾃﾚﾌﾟｽ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
気管支拡張剤 9902中止 960705収載

22 Tw 022:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

22 TSYK TYK22 裸錠(長円形) 赤黄 有 ｸﾛﾝｷﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 大正薬品工業 筋弛緩剤 9010中止
22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢

NUP｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択Ｈ1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

091001収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠10｢AR｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬からの承継
に伴い

22 YD022 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠500mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
(陽進))

22 ZE 22 ZE22 PA 裸錠 白～微黄白 無 ﾋﾟｰｴｲ配合錠 全星薬品工-全星薬品，
沢井製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

感冒剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｰｴｲ錠) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

22 ZE 22 Y-ZP ZE22 裸錠 白～微黄白 無 ﾋﾟｰｴｲ配合錠 全星薬品工業-田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

感冒剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｰｴｲ錠) 全
星，沢井，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏとﾋｰ
ﾄ異なる

22 裸錠 白 無 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠0.5mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠0.5)

22 裸錠 白 有 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1)

22 裸錠 薄橙 有 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠2mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠2)

22 糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠10mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
22.14 CD CD 22.14mg:22.14mg 裸錠 淡橙 無 ｺﾌﾃﾞﾆﾝA錠 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 20mg(ｸｴﾝ酸

ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量)

大洋薬品工業 鎮咳去痰剤 0901販売休止 0712承継
(岩城製薬より)

23 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾝｺｰﾙ配合錠 ｼﾞｵｸﾁﾙｼﾞｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎ
ｻｸｼﾈｰﾄ､ｶｻﾝﾄﾗﾉｰﾙ

30mg，15mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 便秘治療剤 1009本体ｺｰﾄﾞ追加

23 Asahi ABT23 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ当帰芍薬散料FC
ｴｷｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

23 BMD 23 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ･高田製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い(前:富
士ｶﾌﾟｾﾙ)

23 C-23C 250：C-23C 250 裸錠 白 有 ｱﾙｻﾙﾐﾝ錠 ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ 250mg 中外製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 1003中止
23 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾏｲﾙ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

23 CHO 23:20 CHO23 20mg:CHO23
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢CHOS｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

23 CMX023 CMX023 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾆｶﾙﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｹﾐｯｸｽ 持続性Ca拮抗剤 0803中止 980710収載
23 DK-023 裸錠 白 有 ﾗﾉﾛｯｸ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg ﾀﾞｲﾄ 平滑筋鎮痙剤 中止
23 E23 E23 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾂ

ﾙﾊﾗ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

23 FJ 23:0.25 FJ23 0.25mg:0.25mg 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢F｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
23 HZ23T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ当帰芍薬散料Nｴｷｽ 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
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23 IS 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｽﾁﾉﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 帝三製薬 消化管運動調律剤 0010中止 920710収載
23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾁﾘﾝ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 H2受容体拮抗剤 0604頃中止 0301ﾋｰﾄ変

更 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

23 JD 23：1 JD 23 1mg 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1mg
「JD」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ
ﾝとして)

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 血圧降下剤 0711中止

23 JG C23 JG C23 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢JG｣ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
23 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾚｻﾞﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg ﾏﾙｺ製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9710中止 920710収載
23 KH 023 KH023 5mg:OD 5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
極薄黄 有 ｱﾚﾛｯｸOD錠5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 101119収載

23 KTB 23 KTB23:POL･3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ3mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

960705収載

23 Kw 023:50 50:Kw023 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 共和薬品工業 高尿酸血症治療剤 101119収載
23 糖衣錠 白 無 ﾌﾛﾍﾞﾝ錠40 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 科研製薬 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾛﾍﾞﾝ) 9702
ﾋｰﾄ変更(TFP削除)

23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｼﾛﾋﾞﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

消化管運動改善剤 101119収載

23 5 MH23 5mg:5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1006ﾋｰﾄ若干変更
090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠5)

23 5 MH23:5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(090515ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ
ﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
に変更) 0802社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

23 MK 23 MK23 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 小林化工 抗精神病剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

23 MK 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 小林化工-明治製菓 抗精神病剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

23 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ｳﾛｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.1 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻﾙﾅﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消化管運動調律剤 1001中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

23 NMB 23 NMB23:NMB23 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
23 NMB 23 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 97ﾋｰﾄ変

更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
23 NMB 23 NMB23:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg MSD 三環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)，製

造販売元変更に伴い(新:
日医工) 1010社名変更
(統合に伴い，前:万有製

23 NMB 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

23 OG23 OG23 Otsuka
250mg:250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾚﾙｺ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大塚製薬 高脂血症治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾚﾙｺ) 0203
ﾋｰﾄ変更，表Otsuka
OG23追加，裏商品名記

23 RM23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾎﾟﾝｾﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾛｰﾏﾝ工業 脳循環代謝改善剤 98中止 920710収載
23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｼﾛﾋﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学

研究所
消化管運動改善剤

23 SB 23 SB23:SB23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

旧ｺｰﾄﾞ(0208まで) 0104社
名変更 001117収載

23 SG-23T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ当帰芍薬散料ｴｷ
ｽT錠

常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9904商品名記載

23 SYT023 糖衣錠 橙赤 無 ｻﾝﾍﾟﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 三恵薬品･中北薬品 冠循環改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾝﾍﾟﾙ錠)

23 裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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23 裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
23 TKS:23 TKS23 50μ g 裸錠 白 有 ﾃﾚﾌﾟｽ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
気管支拡張剤 9902中止 960705収載

23 TSU 023 TSU023 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｱﾃﾈﾝﾄｲﾝ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 鶴原製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈﾝﾄｲﾝ錠)

23 Tw 023:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

23 TYK23 裸錠 淡黄 有 ｷｸｽﾊﾟﾝ錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 大正薬品工業 降圧利尿剤 9101中止
23 SV-TP ZE23 ZE23 SVSR:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0901迄)

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟ
ｾﾙ)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

23 ZE23  ZE23 ZE23 SVSR:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0901本体ｺｰﾄﾞ変更
23 SV-TP ZE23 ZE23 SV-TP:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名(061208迄)，商品

名変更に伴い(新:ｻﾋﾞｽﾐﾝ
SRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg），旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0307ﾋｰﾄ変更
960705収載

24 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100｢ﾏﾙｺ｣ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬 子宮内膜症治療剤 9804中止 920710収載
24 Asahi ABT24 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ加味逍遙散FCｴｷ

ｽ錠医療用
ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

24 BMD 24 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い(前:富
士ｶﾌﾟｾﾙ)

24 C-24A C-24A 糖衣錠 白 無 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ 5mg 中外製薬 抗甲状腺剤 0612商品名変更(前:ﾒﾙｶ
ｿﾞｰﾙ錠) 0301ﾋｰﾄ表ｺｰﾄﾞ
追加 0110製造元変更
(前:ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ)

24 C-24C C-24C:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ 50mg 中外製薬 抗甲状腺剤 0612商品名変更(前:ﾌﾟﾛ
ﾊﾟｼﾞｰﾙ錠) 0210ﾋｰﾄ変
更，ｺｰﾄﾞ追加等

24 DK:24 DK24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾍﾞｰｽ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg ﾀﾞｲﾄ 脳代謝改善剤 9805中止 970711収載
24 DK 024 DK024 裸錠 白 無 ﾘﾌｪﾈｼﾝ錠250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg ﾀﾞｲﾄ 筋緊張性疼痛疾患治療 9804中止
24 DS 024:25 DS024 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾘｰﾌ錠25mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 25mg 大日本住友製薬 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ賦活型ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

病治療薬
090313収載

24 E24 E24 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 鶴原製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

24 EE 24:D 10 EE24 10mg:EE24 10 口腔内崩壊錠 白～淡黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢
EMEC｣

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

081107収載

24 FJ 24:1 FJ24 1mg:1mg 裸錠 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢F｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
24 FZ 24 FZ24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｽﾃﾞｶﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 頻尿治療剤 0009中止 0006製造元変

更 9709ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

24 HT 24M HT24M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾌﾞﾁﾉﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 堀田薬品合成 消化管運動調律剤 中止 920710収載
24 JD-024 糖衣錠 赤 無 ｴﾃﾞﾏｰｾﾞ ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 16666単位 ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 消炎酵素剤 9709中止
24 JD 24：2 JD 24 2mg 裸錠 淡橙 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg

「JD」
ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 血圧降下剤 0711中止

24 JG C24 JG C24 0.25:OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢
JG｣

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤(口腔内崩壊
錠)

101119収載

24 KTB 24 KTB-24 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠20mg｢KT｣ 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 寿製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
24 KWP 24 KWP 24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｻﾐｯｸ ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 脳血流障害改善剤 9209中止
24 MD 24 裸錠 白～微黄 無 ﾒﾄﾞﾝｻﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 帝三製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 0205中止
24 MED 024 MED-024:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢MED｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

24 10 MH24 10mg:10mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載
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24 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ｳﾛｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.2 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509色変更(以前のもの
より極薄赤が若干薄い)
050708収載

24 RM24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾓﾃﾞｰﾄ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾛｰﾏﾝ工業 β 遮断剤 99中止 920710収載
24 SB 24 SB24:SB24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠20mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 20mg(ﾊﾟﾛｷｾ

ﾁﾝとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤
旧ﾋｰﾄ(0209迄) 001117収
載，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

24 ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄) 0403
販売（前：ﾌﾟﾚﾛﾝ錠）

24 ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0805ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
24 TYK24 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾈｵﾌﾟﾛﾝﾄﾐﾝ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 8810中止
24 YD 024 YD024 裸錠 黄 無 ﾖｳﾗｸﾄﾝ錠50 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0906本体ｺｰﾄﾞ追加

25 N2 25単位:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 S-ｶﾙｼﾞｰ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日新製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環障害改善剤 0711ﾋｰﾄ表NS249削除等
25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ

ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

25 PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

25 TSU013 25mg：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾃﾈﾉｰﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 鶴原製薬 狭心症・不整脈用剤 0811中止
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 鎮痛・抗炎症剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ)
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9703本体，ﾋｰﾄ変更
7804収載

25 CG 208 25mg:CG208 25mg 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0212ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

25 NT 1:☆ORGANON NT1:25mg 裸錠 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾋﾞｼｮｯ
ﾄ錠25)

25 t 269 裸錠 白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 旧品名(0909ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢
酸ｴｽﾃﾙ錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

25 KN 317 KN317 250mg:250mg 裸錠 白 有 ｱﾍﾞﾏｲﾄﾞ錠250mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg 小林化工 経口血糖降下剤 0812商品名変更(前:ｱﾍﾞﾏ
ｲﾄﾞ錠)

25 n 011 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾌﾟﾘｰﾙ錠25 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 日医工 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0402ﾋｰﾄ変更 970711収
25 n 116 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗｽﾉﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日医工 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾎﾟﾗｽﾉﾝ錠)
0212本体刻印追加 9002
記号追加

25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・沢井製薬 免疫抑制剤 050708収載
25 n 093 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 0301ﾋｰﾄ変更 990709収
25 KW 011:25 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 共和薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0703中止 990709収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
25 裸錠 白 有 ｱﾘｻｲ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性ACE阻害降圧剤 0607中止 0308ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
25 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ 25mg SW-923 SW-923 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 沢井製薬 不整脈治療剤 050708収載
25 0 25 0.25:TYK149 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0808頃本体ｺｰﾄﾞ追加
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

旧品名(101119ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄ
ﾝ錠25mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠)

25 裸錠 白 無 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0001ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 970127販売

25 7663 25mg：25mg 7663 糖衣錠 白～微灰白 無 ｱﾛﾏｼﾝ錠25mg ｴｷｾﾒｽﾀﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

0304社名変更（統合に伴
い） 020830収載
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25 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0912迄) 0804製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

25 TG 012 TG012 25mg:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

冠循環改善剤 0912ｺｰﾄﾞ変更

25 KW 012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ錠25mg 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 共和薬品工業 抗うつ剤 990709収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 NMB 626 NMB626:NMB626 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
25 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝR｢ｻﾄｳ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 佐藤薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 中止（時期不明）
25 TYK277 25 裸錠 白 有 ｳｴﾝﾌﾞﾘｰ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大正薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0707中止 990709収載
25 ｎ 154 裸錠 白 無 ｴｽｶﾛﾝ錠25mg ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 日医工 非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽｶﾛﾝ錠) 04
本体ｺｰﾄﾞ追加

25 NMB65 NMB65:NMB65 25mg 裸錠(長円形) 白 有 ｴﾃﾞｸﾘﾙ錠 ｴﾀｸﾘﾝ酸 25mg 万有製薬 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
25 TFMN：25mg 裸錠 白又は微黄 無 ｴﾌﾐﾝ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 富士製薬工業-科研製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0609迄) 0305ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
25 FJ 33 FJ33:25mg 裸錠 白又は微黄 無 ｴﾌﾐﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 富士製薬工業-科研製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾌﾐﾝ錠)
25 SW 077 SW 077 25mg:25mg 裸錠 白 無 ｴﾙﾓﾗﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 沢井製薬 前立腺肥大症治療剤 0203ﾋｰﾄ変更 960705収
25 HC187 HC187 25mg:25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗炎症鎮痛解熱剤 0504中止 0203ﾋｰﾄ変更
25 61C: 25mg 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ
25 TP 125 TP-125 25mg:25mg 裸錠 白 有 ｶﾞﾀﾝﾌﾟﾙ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg(無水物

として)
ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・三笠製薬，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

胃炎･消化性潰瘍治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞﾀﾝﾌﾟﾙ錠)

25 PH 255 PH255 25mg:PH255 裸錠 白 有 ｶﾅﾉﾐﾝ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 持続性ACE阻害剤 0705中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤 0508中止 0201ﾋｰﾄ変更
25 C 2 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄)
25 C 2 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
25 SW 215 SW-215 25: 25 mg 裸錠 白 無 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠25｢SW｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 沢井製薬 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 1011発売
25 Tw 210 裸錠 白 無 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 1011発売
25 SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ

ｽﾞ
ﾚﾆﾝ・ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)第一三
共と同じﾋｰﾄへ変更 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

25 KN 292 KN292 25mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾙﾅ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 小林化工・ﾏｲﾗﾝ製薬，全
星薬品

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

25 TG 131:.25 TG131 0.25 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

25 HD 050 25単位 HD-050：25単位 糖衣錠 淡橙 無 ｶﾙﾆｱﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 循環系障害改善剤 0304社名変更（前：菱山
製薬） 010907収載(商品
名，規格表示変更 前:ｶﾙ
ﾆｱﾁﾝS錠)

25 NC CG NCCG：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 25mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 9710ﾃﾞｻﾞｲﾝ変更等
950526収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 糖衣錠 白 無 ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 興和-興和創薬 消化性潰瘍･胃炎･慢性
肝疾患治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ
錠)

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠25mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

25mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

25 255 糖衣錠 橙赤 無 ｸﾞﾘｵｽﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 冠循環改善剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 980710収載

25 t 269 裸錠 白～微黄 無 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠
25mg｢ﾀｲﾖｰ｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 0909商品名変更(前:ｱﾌﾟﾀ
ｺｰﾙ錠)

25 KN 408 KN408 25mg 裸錠 微黄 無 ｹﾞｼﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 0812商品名変更(前:ｹﾞｼﾝ
錠)
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25 T 211 裸錠 橙 無 ｻｲﾛﾆﾝ錠25γ ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 大正製薬-大正富山医薬
品

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0503中止 0306ﾋｰﾄ変更

25 HYZ 05 HYZ05 25:HYZ05 裸錠 白 無 ｻﾙﾐｺｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症治療剤 1101製造販売元変更(前:
ﾊｲｿﾞﾝ製薬) 1007販売元
変更，統合に伴い(前:大
正薬品工業)

25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 日医工 免疫抑制剤 050708収載

25 FC9 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg｢
FC｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，富士製薬工業

免疫抑制剤 060707収載

25 MH177 25:MH177 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

25 TSU264 25mg:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25mg｢ﾂﾙﾊ
ﾗ｣

ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 鶴原製薬 冠循環改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠
S(ﾂﾙﾊﾗ))

25 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢CH｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｶﾙﾐﾝ錠)，ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ変更

25 JG C08 JG C08 25 糖衣錠 白～類白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢JG｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗めまい剤 101119収載

25 t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ)

25 245 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9708
ﾋｰﾄ変更

25 t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗めまい剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0110ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9804本体，剤型変
更 7804収載

25 t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧品名(090925ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

25 MSD:221 MSD221:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠25mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

25mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

MSD 選択的DPP-4阻害剤，糖
尿病用剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 091211
収載

25 TSU266 25mg:25mg 糖衣錠 類白 無 ｼｭﾗﾝﾀﾞｰ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 鶴原製薬 抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｭﾗﾝﾀﾞｰ)

25 KTB S1 25mg KTB S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 寿製薬 狭心症･不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 25mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

101119収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠
25mg)，ﾋｰﾄ若干変更

25 Sc 395:25 Sc395 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄 有 ｾｲﾌﾞﾙ錠25mg ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ 25mg 三和化学研究所 糖尿病食後過血糖改善
剤

051209収載

25 NS 552 NS552 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾗｼﾞｰﾙ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日新製薬 心臓選択性β -遮断剤 1005発売
25 OH 165:25 OH-165 25mg:OH-165

25mg
裸錠 白 有 ｾﾀﾊﾞﾋﾞﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大原薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0712中止 990709収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
25 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧 03頃ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ変更，表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 TKS 510 TKS510 25mg 裸錠 白 有 ｾﾀﾛｯｷ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾅｶﾞｾ医薬品 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0105中止 990709収載，
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

25 NS 214 NS214 25mg:25mg 裸錠 白 有 ｾﾅﾌﾟﾘﾄﾞ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 日新製薬 持続性ACE阻害剤 990709収載
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25 SW 202 SW-202 25:25mg 裸錠 白 有 ｾﾎﾞﾁｰﾙ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ACE阻害降圧剤 990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｾｺﾞﾝ錠25mg 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛剤 0504社名変更(合併)
25 KW 670 KW670:KW670 25 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 共和薬品工業 精神分裂病治療剤 9907中止 9808変更(製造

元変更の為)
25 NCP 114E NCP114E：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｿﾌｧﾘﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｿﾌｧﾘﾝ) 9701

25 KW 276 KW276 25:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 9710製造販売
25 25mg 糖衣錠 白 無 ｿﾌﾞﾗﾘﾝ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 寿製薬 抗めまい剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｿﾌﾞﾗﾘﾝ錠)
25 NMB 42 NMB42:NMB42 25mg 裸錠 桃 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞ錠25mg ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 万有製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
25 DK 012 DK012 25mg:DK012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾞｲｽﾊﾟｽ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0806ﾋｰﾄ表25mg追加等

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｽﾊﾟｽ錠)

25 25mg:25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾛﾊﾟｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾀﾞｲﾄ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿降圧
剤

0011中止 98ﾋｰﾄ変更
(DIP削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

25 TP 184 25mg TP-184:25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾌﾟﾘﾙ錠25 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  970711収載

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1006迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ25)

25 SW 001 SW 001 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾁｱﾌﾟﾘﾑ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg（ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0204ﾋｰﾄ変更，表25mg追
加，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 SW 001 SW 001 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾁｱﾌﾟﾘﾑ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg（ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0204ﾋｰﾄ変更，表25mg追
加，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 DK 311 DK311:DK311 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｱﾘｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ﾀﾞｲﾄ ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 950707収載
25 132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ

ﾛﾗｲﾄﾞ
25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍･胃炎･慢性

肝疾患治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠)

25 TC443  TC443 TC443 25mg:25mg
TC443 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T25

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ25)，ﾋｰﾄ耳裏記号記

25 U 041 25:UPJOHN 041 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg ﾌｧﾙﾏｼｱ 抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9609社
名変更 9501ﾋｰﾄ表記載
9312変更

25 U 041 25：25mg U041 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗うつ剤 0304社名変更（統合に伴
い） 0303ﾋｰﾄ変更

25 ZNC 214：25 25mg:ZNC214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 心臓選択性β 遮断剤 1003承継(前:大日本住友
製薬)

25 25mg 裸錠 ﾍﾞｰｼﾞｭ 有 ﾃﾞﾐｽﾛﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 藤本製薬 降圧利尿剤 9002中止
25 PH245：25mg 糖衣錠 赤 無 ﾄｰﾓﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 冠循環増強剤 0609中止 0001色変更(や

や淡赤に)
25 Tw 302 Tw302 25mg 糖衣錠 白 無 ﾄｽﾍﾟﾗｰﾙ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 東和薬品 抗めまい剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｽﾍﾟﾗｰﾙ錠)
25 KH 115 KH115 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠25mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 25mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 100924収載
25 CG 210 NOVARTIS

25mg:NOVARTIS CG210
25mg

糖衣錠 灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1008迄)，販売元
変更に伴い(新:ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ) 0212ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
25 NMB 45 NMB45:NMB45 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
25 NMB 45 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造

販売元変更に伴い
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)
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25 裸錠 白 有 ﾄﾚﾊﾞﾝｽ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性ACE阻害降圧剤 0704頃中止 0310社名変
更 0206ﾋｰﾄ変更 990709
収載 ﾋｰﾄ表商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

25 裸錠 白 有 ﾄﾚﾊﾞﾝｽ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性ACE阻害降圧剤 0704頃中止 0310社名変
更 0206ﾋｰﾄ変更 990709
収載 ﾋｰﾄ表商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

25 裸錠 白 有 ﾄﾚﾊﾞﾝｽ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性ACE阻害降圧剤 0704頃中止 0310社名変
更 0206ﾋｰﾄ変更 990709
収載 ﾋｰﾄ表商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

25 Tw 146:25 錠剤 白～淡黄 有 ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 東和薬品 尿酸排泄薬 090515収載
25 DS 024:25 DS024 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾘｰﾌ錠25mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 25mg 大日本住友製薬 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ賦活型ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

病治療薬
090313収載

25 MH177 25:MH177 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 旧品名(090515ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾈｼｰﾅ錠25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 25mg(ｱﾛｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

25 PH 217 PH217 裸錠 淡黄褐 有 ﾉｲﾀﾞﾌﾞﾙ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 利尿降圧剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

25 KW 270 25:KW270 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾉｲﾘﾗｰｸ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 共和薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 NPC96 25  NPC96 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg 酢酸亜鉛水和物 25mg(亜鉛と
して)

ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

ｳｨﾙｿﾝ病治療剤(銅吸収
阻害剤)

080418収載 ﾊﾞﾗのみ

25 糖衣錠 橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠25mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 情動調整剤 旧本体(1009迄) 020705
収載(商品名変更 前:ﾉﾘﾄ
ﾚﾝ錠)

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠25mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 情動調整剤 1009本体変更(糖衣錠→
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ，25追加)

25 KN:V KN276 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾄﾞﾘﾝF錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 小林化工 循環系作用物質製剤 1011中止
25 NS 13 NS168:25mg 糖衣錠 淡緑 無 ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ

ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静

剤
旧品名(090925ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠
25mgに変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

25 NS 13 NS13 25mg 糖衣錠 淡緑 無 ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
て)

日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

25 501 KW501:KW501 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0812中止 050610収載，
品名変更に伴い(前：ﾊﾟﾄﾞ
ﾗｾﾝ錠)

25 SW 267 SW-267 25:25mg 裸錠 白～微黄 無 ﾊﾟﾊﾟｺｰﾙ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 沢井製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 1003中止
25 B 25 FJ B25:2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして)
富士製薬工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠)
0111ﾋｰﾄ変更

25 Tw 304 Tw304 25mg 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵﾄｰﾜ錠25mg ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして）

東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｵﾄｰﾜ錠)
0804色変更(前:黄)

25 Tw 311 Tw311 25 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾌｧﾝﾄF錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 980710収載
25 SANKYO 313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
0803中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
25 SANKYO 312 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
25)

25 TG 403  TG 403 TG403 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
25mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

不整脈治療剤 080704収載

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載
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25 P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 9807

変更 9709ﾋｰﾄ変更，裏一
般名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 DK 083 DK083 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｯﾄ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠
25mg｢日医工｣) 0209ﾋｰﾄ

25 DK 083 DK083 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠25mg
｢日医工｣

塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg(無水物
として)

ﾀﾞｲﾄ-日医工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾚﾝｾﾞｯﾄ錠)

25 Tw 306 Tw306 25mg 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東和薬品 抗血小板剤，冠循環改善
剤

03頃本体ｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ変更

25 SW 904 SW-904 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾛﾃﾞｲﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾛﾃﾞｲﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏
記号(SW-PD)削除

25 T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧品名(061208迄，新:ﾋﾟﾛ
ﾗｸﾄﾝ錠25mg)，旧ﾋｰﾄｺｰ

25 F20 TSU617 25mg 裸錠 白 有 ﾌｫﾘﾝｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 鶴原製薬 M1受容体遮断剤 0905中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｫﾘ
ﾝｾﾞﾋﾟﾝ錠)

25 K W:530 KW530 25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 共和薬品工業 気管支拡張剤 960705収載
25 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
080704収載

25 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更，ﾋｰﾄ表裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙｼﾞｻｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ﾏﾙｺ製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更 0605頃日
医工のみ中止

25 TG 71:25 TG71 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 FF 11:25 FF11:25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢FFP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 JG 51:25 JG 51 25:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 YD 11:25 YD11 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢YD｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 陽進堂 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 SW FV1 SW-FV1 25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 M 631 M631 25 mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 25 KRM119 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢杏林｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 TYK33 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 ｎ 894 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 SW 444 SW-444 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾌﾞﾚｼﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 沢井製薬 鎮痛・抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾚｼﾝ錠)

25 RM 247 RM247 25ｍｇ：25ｍｇ 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ﾛｰﾏﾝ工業-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症・癌治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ)
0306ﾋｰﾄ変更

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0212ﾋｰﾄ
変更

25 TYK171 25μ g:TYK171 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
25 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本新薬 前立腺肥大症･癌治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ錠)
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25 HD 252  HD 252 25mg HD-252：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 鎮痛･消炎剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾁﾝ｢ｶ
ﾌﾟｾﾙ｣) 0312ﾋｰﾄ変更，
25mg追加等

25 RM 249 RM249 25：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 ﾛｰﾏﾝ工業 循環調整剤 010907収載(商品名，規
格表示変更 前:ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS

25 PE25:25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠)
0205ﾋｰﾄ変更 8909本体
追加

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾙﾀｿﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｿﾞ
ｼﾝとして)

あすか製薬-日本化薬 鎮痛剤 970912収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 SW 431 SW-431 25：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾝｾﾘﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 沢井製薬 冠循環増強剤 1002中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾍﾟﾝ
ｾﾘﾝ25)

25 SANKYO 145 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｼﾞ
ﾝとして)

第一三共 鎮痛剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

25 N3 N3 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾎﾞｲﾝﾘｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

日新製薬 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0805ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9706
ﾋｰﾄ変更

25 MF 117 117 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0209中止 9805ｴﾑｴﾌから
承継

25 Tw 120 Tw120 25:25 裸錠 白 有 ﾎﾒﾗｰﾄ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 東和薬品 持続性ACE阻害降圧剤 0701中止 990709収載
25 TSU660 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾎﾞﾗﾎﾞﾐﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 鶴原製薬・ﾏｲﾗﾝ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛解

熱剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾗﾎﾞﾐﾝ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

25 CG 301 25mg：25mg CG301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠)

25 TYK65:TYK65 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
旭化成ﾌｧｰﾏ

鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠)，
ﾋｰﾄ表TYK65追加等

25 HD 304 HD-304 25mg:25mg 裸錠 白 有 ﾏｶｼｰA錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0507品名変更（前：ﾏｶｼｰ
A錠)，ﾋｰﾄ変更

25 SW 210 SW-210:25 mg 裸錠 白 無 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠25mg｢ｻﾜｲ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 免疫抑制剤 100528収載
25 M 721 M721 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠25mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 101119収載
25 NF 213 NF213 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg

｢AFP｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

25 NP 013 NP-013 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢NP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

1006販売休止 080704収
載

25 NT 247 NT-247 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢NT｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

25 TYK464:TYK464 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

25 KW 672 25:KW672 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

1005色変更(前:白)
080704収載

25 t 14 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大洋薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

080704収載

25 Tw 032:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

25 M 108 M108 25mg:M108 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

091113収載

25 n 034 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

1003本体割線追加，色変
更(前:白) 080704収載

25 KW 670 KW670:KW670 25 糖衣錠 白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 共和薬品工業 統合失調症治療剤 990709収載
25 SW 521:25 SW-521 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｿﾞﾙﾐﾝ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 沢井製薬 心臓選択性β 遮断剤 0906発売
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25 n 770 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾆﾝ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工 心臓選択性β 遮断剤 0905発売
25 SW 133 SW-133 25:25μ g 裸錠 白 有 ﾒﾁﾚﾌﾄ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 沢井製薬 気管支拡張剤 091113収載
25 NMB 654 NMB654:NMB654 25/250 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾒﾈｼｯﾄ錠250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，

25mg(無水物
として)

万有製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)

25 TBP 227 25:TBP227 25 裸錠 白 有 ﾒﾙｶﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 東菱薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0301中止 970711収載
25 SANDOZ GQ GQ 25mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ25 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0304ﾋｰﾄ変更

削除)
25 TC 447:25 25mg TC447：TC447

25mg
裸錠 淡黄白 無 ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 25mg（ﾎﾘﾅｰ

ﾄとして)
大鵬薬品工業 還元型葉酸製剤 0810本体25追加，小型化

25 R9 TSU840 25mg:25mg 裸錠 淡橙 有 ﾗｸﾃﾞｰﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 鶴原製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｸﾃﾞｰﾝ)

25 GSCL5:25 GS CL5 裸錠(角のとれ
た四角)

白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 25mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載

25 Tw 413 Tw 413 Tw413 25mg：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘｽﾞﾑｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 東和薬品 不整脈治療剤 040709収載
25 CG:204 25mg：CG204 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 四環系抗うつ剤 0306ﾋｰﾄ変更
25 Y LC Y-LC：25mg 裸錠 白 有 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg ｼﾞｱﾌｪﾆﾙｽﾙﾎﾝ 25mg 田辺三菱製薬 皮膚疾患･ﾊﾝｾﾝ病治療

剤
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0302ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 n 967 裸錠 白 無 ﾚｺﾙｸ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日医工 前立腺肥大症･癌治療剤 1009色変更(前:白～微
黄) 0908商品名変更(前:ﾚ
ｺﾙｸ錠)

25 XD 1:☆ORGANON XD1:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg MSD うつ病･うつ状態治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

25 25 裸錠 白 無 ﾚﾎﾞﾉｰﾏﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 沢井製薬 精神神経用剤 89中止
25 GSNX3 25 GSNX3 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠25mg ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞｵﾗﾐﾝ 25mg(ｴﾙﾄﾛﾝ

ﾎﾞﾊﾟｸﾞとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口血小板増加薬/ﾄﾛﾝ

ﾎﾞﾎﾟｴﾁﾝ受容体作動薬
101210収載

25 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 1103頃ﾋｰﾄ若干変更
25 NS NS:25mg 裸錠 淡黄 無 ﾛﾝｽﾃﾛﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日新製薬-ｾﾞﾘｱ新薬工業 前立腺肥大症･癌治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾝｽﾃﾛﾝ錠)，
ﾋｰﾄNS記載

25 KN116 25mg 糖衣錠 白 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠「ｺﾊﾞ
ﾔｼ」25mg

塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 小林化工 精神神経用剤 旧ﾃﾞｰﾀ(1009SP包装中
止，ﾊﾞﾗ包装のみへ)
0403包装ｺｰﾄﾞ記載

25 t502 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
25mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 050708収載，商品名変更
に伴い(前:ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

25 EE 02 EE02：25 裸錠 白～微黄白 有 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ錠25mg｢
EMEC｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 前立腺肥大症･癌治療剤 1001中止

25 A 25:FJ FJ A25 裸錠 白 無 ｱﾛｾﾘﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 富士製薬工業 前立腺肥大症治療剤 0710中止
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾃﾞｽﾐﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾏﾙｺ製薬 頻尿治療剤 0107中止 9807ﾋｰﾄ変更
25 AC 25 裸錠 白 有 ｱｾﾐﾊﾟｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)

990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

25 AC 25 裸錠 白 有 ｱｾﾐﾊﾟｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾌﾟｻﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg わかもと製薬 脳血流促進剤 9104中止
25 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0912迄) 0804製

造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

25 IC-435:AGL25 糖衣錠 橙赤 無 ｱｼﾞﾘｰｽD ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｲｾｲ 冠血管拡張剤 0001中止 9703ﾋｰﾄ表変
25 裸錠 白 無 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

25 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾗﾝﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 同仁医薬化工 冠血管拡張剤 中止
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 0510製

造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬) 0504社名変更(合

25 Sc 215 Sc215 ALX25:25mg 裸錠 淡橙 有 ｱﾚｷｻﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 三和化学研究所 K維持性利尿降圧剤 1005中止
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25 AMT25 DOJ 裸錠 淡黄 有 ｱﾀﾞﾙﾄﾐﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 同仁医薬化工 利尿降圧剤 中止
25 CG 208 ANF25:CG 208 ANF25 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄）

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗灰/白 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9701ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9203変

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
25 APC 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾌﾟﾛｶﾃﾝ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 9912中止 960705収載
25 CH APL-25 裸錠 淡黄褐 有 ｱﾋﾟﾉﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
25 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠25mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

25 CG 103 25mg:CG103 25mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄAPR25削除
25 YT H1 YT-H1:YT-H1 ARM25 裸錠 白 有 ｱﾗﾓｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性ACE阻害降圧剤 0212中止 000707収載
25 PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)

25 PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

25 PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

25 PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9508
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾄﾘﾌﾟﾀｰﾙ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 帝三製薬 情動調整剤 0011中止
25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｱﾎﾞﾋﾞｽｶﾌﾟｾﾙ25 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ 25mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
消化管運動機能賦活剤 0304ﾋｰﾄ変更（25mg追

加） 0304大正富山医薬
品販売 9902ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 AVP-25 237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠25 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9001中止 薬価削除
25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
25 B 25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 9511ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 0104本体

外形，剤形(旧:裸錠)変更
25 Sc 104 Sc104  25mg BET25：

25mg
裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠25mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 25mg 三和化学研究所 精神神経用剤 0304SP→PTP 9707変更

(Sc104追加)
25 VIDEX:25 裸錠 微黄白～淡 無 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽ錠25 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0911中止
25 BMS 401 25 BMS401:BMS401

25mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 日本ｱｯﾌﾟｼﾞﾖﾝ 抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9311まで) 9305製

造販売元変更 910823収
載

25 BMS 304 25 BMS304 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞS25)

25 PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
25 PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 9805中止 9802ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9102変
25 BOB-25 117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9603社

名変更
25 M612 BZ-25 糖衣錠 黄緑 無 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 模範薬品研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎剤 8903中止
25 糖衣錠 白 無 ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ

ﾛﾗｲﾄﾞ
25mg 興和-興和創薬 消化性潰瘍･胃炎･慢性

肝疾患治療剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ
錠)

25 Sc 204 Sc204 CAR25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｸﾘﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 0207記号Sc204ﾋｰﾄ裏→
表 010907収載(規格表示
変更)
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25 Sc210 Sc210 Sc210 CAR-CAP25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｶﾙﾅｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 0305ﾋｰﾄ変更 010907収
載(規格表示変更)

25 CC-25:h-056 25mg 糖衣錠 橙赤 無 ｶﾙｺﾗ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾒﾙｸ製薬 冠循環改善剤 0712中止 0607社名変更
25 CCL25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(橙ﾊﾞﾝ

ﾄﾞ)
ｶｾﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 全星薬品工業-全星薬品 循環障害治療剤

25 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

25 裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

25 Sc 227 Sc227 CHL25:25mg 裸錠 微黄 無 ｸﾛｷﾅﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 三和化学研究所 前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0810商品名変更(前:ｸﾛｷ
ﾅﾝ錠)

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾘｽﾞﾑｻｯﾄｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

不整脈治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

25 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

25
YMC25mg

糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬 抗めまい剤 旧品名(080620ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢CH｣)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0403承継(三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾙｷﾞｰ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 鎮痛･抗炎症剤 9902中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｺﾚｿﾙﾋﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

脂質代謝改善剤 0107中止 9711本体，ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

25 CLOZ 25 CLOZ25 裸錠 黄 有 ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠25mg ｸﾛｻﾞﾋﾟﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 治療抵抗性統合失調症
治療薬

090619収載

25 Th 179 Th179 CLP25:CLP25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠25 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
900713収載

25 糖衣錠 微帯黄白 無 ｺﾒﾀﾐﾝ錠25 ｼｺﾁｱﾐﾝ 25mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9602中止
25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

25 糖衣錠 赤 無 ｶﾙﾐｵｼﾞﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 宇治製薬-共和薬品工業 血管拡張剤 04頃中止 0307販売移管
（前：宇治製薬の営業権
取得）

25 25 TTS-151 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 920710収載
25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

25 糖衣錠 白 無 ｼﾞｾﾀﾐﾝ錠25 塩酸ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして)

塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

25 DCT 25 25:TTS-318 25 糖衣錠 白 無 ｼﾞｾﾀﾐﾝ錠25 塩酸ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして]

高田製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 1004ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前：塩野義製薬)

25 TSU264 25mg:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25mg｢ﾂﾙﾊ
ﾗ｣

ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 鶴原製薬 冠循環改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠
S(ﾂﾙﾊﾗ))

25 DK 025 DK025 2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟｰﾛﾐﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0911ﾋｰﾄ表2.5mg追加等
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｰﾛﾐﾝ錠)

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ25 ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 山之内製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9705ﾋｰﾄ
裏変更

25 糖衣錠 赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
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25 255 糖衣錠 橙赤 無 ﾐｸﾛﾊﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 冠循環改善剤 9809中止 97ﾋｰﾄ変更
9603本体刻印，9603社名
変更

25 M423 DR-25 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞﾙｯｸ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 模範薬品研究所 冠血管拡張剤 9302中止
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾝﾄﾞﾙﾌ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 切迫流･早産治療剤
25 裸錠 白 無 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝ錠25mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
25 EE 25:D 20 EE25 20mg:EE25 20 口腔内崩壊錠 白～淡黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢

EMEC｣
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ

ﾝ口腔内崩壊錠)
081107収載

25 EE 025 EE025 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢EMEC｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 EKT-25 裸錠 淡褐 無 ｸﾗｼｴ桂枝茯苓丸料ｴｷｽ
錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ桂枝茯苓丸
料ｴｷｽ錠)，社名変更に

25 SEROQUEL 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄赤 無 ｾﾛｸｴﾙ25mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 25mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 旧ﾋｰﾄ(0607迄) 0510製造
元社名変更 0504社名変
更(合併)

25 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

25 FZ 25 FZ25 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾒﾝﾄｰﾙ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環機能改善剤 0208中止 0006製造元変
更 9801ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

25 G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 950707
収載

25 G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)

25 G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

25 裸錠 黄 無 ｼﾞﾋﾞﾀｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 冠血管拡張剤 9310中止
25 TP 125 GA25:TP-125 裸錠 白 有 ｶﾞﾀﾝﾌﾟﾙ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 竹島製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで) 900713

収載
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾞｳﾃﾘﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 宇治製薬 消炎鎮痛剤 9810中止
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤

221削除等)
25 糖衣錠 帯黄赤 無 ｻﾝﾁﾓﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 参天製薬 冠循環障害改善剤 9501中止
25 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:三共) 9805ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ化

25 250μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9409中止 9110変更
25 HC187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9703ﾋｰﾄ

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
25 HD-025 裸錠 白 無 ｲﾝﾄﾗｯﾌﾟ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 菱山製薬 持続性消炎･鎮痛剤 9702中止 940708収載
25 糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0110本体ｺｰﾄﾞ印刷面変

更 010706収載(商品名変
25 HLC-25 COX 裸錠 白 無 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 脳血流障害改善剤 9606中止 9503製造販売

元変更に伴い記号変更
25 H2 HPC002:HPC002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｾﾉｰﾙ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 原沢製薬工業･ｻﾝﾄﾞ，ﾎﾟｰ

ﾗﾌｧﾙﾏ
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0704販売社名変更(前:科
薬) 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ裏変更
(25削除)

25 HZ25T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ桂枝茯苓丸料Nｴｷｽ 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
25 ICI 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ

ﾈｶ薬品)
β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

25 IND-25 IND TP-25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝTP25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9208中止
25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/無透明 ｲﾝﾒﾀﾝSR25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 9305中止
25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 9905中止 9708本体，ﾋｰﾄ

変更
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25 JD-JD-25 裸錠 白 無 ｼﾞﾝﾀﾞｼﾝ錠25 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 仁丹ﾄﾞﾙﾌ 脳血流促進剤 9403中止
25 JG 25 JG25 25:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg

｢JG｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

25 JG E25 JG E25 40 糖衣錠 淡黄 無 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢
JG｣

塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ Ca拮抗性不整脈治療
剤，虚血性心疾患治療剤

101119収載

25 K 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
25 KB A25 KB A25 裸錠 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠25 ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(0102まで) 990219
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

25 KB R25 R25 裸錠 ｸﾘｰﾑ 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.25｢ｶﾈﾎﾞｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 血圧降下剤 9804中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 KB:RL 25 RL25:KB RL25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ うつ病･うつ状態治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 910823
収載

25 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｾﾁﾞﾝｺｰﾜ 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 興和新薬 虚血性心疾患治療剤 9207中止
25 EISAI KP025 Eisai KP025 裸錠 白 無 ｷﾓﾌﾟｼﾝﾊﾞｯｶﾙ ｷﾓﾄﾘﾌﾟｼﾝ 6000NFｷﾓﾄﾘ

ﾌﾟｼﾝ単位
ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9308中止

25 KTB 25 KTB25 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾅﾙﾄﾞｰｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 寿製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
25 KW:386 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 920710収載
25 KW 025 KW025 10:KW025 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠10mg｢ｱﾒ

ﾙ｣
塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

25 KW F KW F:KW F 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢ｱﾒﾙ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 共和薬品工業 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 KWP 25 KWP-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾟﾄﾘｼﾝ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 頻尿治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで)
25 裸錠 淡黄白 無 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠25mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 25mg(ﾎﾘﾅｰﾄ

として)
ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 還元型葉酸製剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
25 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ

変更
25 CG:204 LUD25:CG 204 LUD25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 8904色変

更(前:橙)
25 25 M917 LV-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 模範薬品研究所 精神安定剤 9007中止
25 LV 25 LV25 25:25μ g 裸錠 淡赤 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠25μ g｢ｻﾝ

ﾄﾞ｣
ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g ｻﾝﾄﾞ-富士製薬工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0611ﾋｰﾄ変更，商品名変

更に伴い 0606商品名変
更(前:ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ
錠25μ g｢ﾍｷｻﾙ｣) ｻﾝﾄﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

25 LV 25 LV25:25μ g 裸錠 淡赤 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠25μ
g｢ﾍｷｻﾙ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g ｻﾝﾄﾞ-富士製薬工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0512迄，ｻﾝﾄﾞと同
じﾋｰﾄになった)

25 LV 25 裸錠 淡赤 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠25μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g ｻﾝﾄﾞ 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0606商品名変更(前:ﾚﾎﾞﾁ
ﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠25μ g｢ﾍｷ
ｻﾙ｣) 富士製薬工業のも
のとﾋｰﾄ異なる

25 Th 124 Th124 MAP25:MAP25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾏﾌﾟﾚｽ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 四環系抗うつ剤 9808中止 940708収載
25 MED 025:10 MED-025:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢MED｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

25 KI 2196 MET-25:MECT KI-2196 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/白 ﾒﾙﾄﾛｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ﾒｸﾄ 脳血流促進剤 8908中止
25 MFL-25 257 裸錠 白 有 ﾒﾌﾙﾄｰﾙ錠 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 9306中止
25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾐｹﾄﾘﾝ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 三井製薬工業 抗うつ剤 0012中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(MPIMK25)削除，商品名
記載

25 MK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
MEEK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

小林化工-明治製菓 広範囲経口抗菌製剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

25 MK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
MEEK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

小林化工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

25 MO 25A MO25A 糖衣錠 青 無 ﾊﾟﾙﾀﾝM錠0.125mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾙﾀﾝM錠)
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25 MS 25
25mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

0101ﾋｰﾄ表商品名記載，

25 n 025 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾄﾞｰｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日医工 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡黄 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製

薬，日本ｹﾐﾌｧ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継

に伴い(日本薬品工業へ)
25 TKS 258 TKS258 25mg:25mg 裸錠 白 無 ﾅｰｶﾘｼﾝ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，

興和ﾃﾊﾞ
尿酸排泄薬 1001販売元変更(前:興

和，興和創薬)
25 NC CG NCCG：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 25mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 9710ﾃﾞｻﾞｲﾝ変更等

950526収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 NK7011 25:NK7011 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙 ﾗｽﾃｯﾄ25 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 9403中止
25 NK 7014 25 NK7014 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙

(白帯)
ﾗｽﾃｯﾄSｶﾌﾟｾﾙ25mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗｽﾃｯﾄS25)
931203収載

25 糖衣錠 黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0202本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

25 NMB 25 NMB25:NMB25 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾀﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
25 NMB 25 NMB25：25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾀﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
0801中止 0302ﾋｰﾄ変更，
表BUNYU削除，NMB25
追加

25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄)，承継に
伴い(旭化成ﾌｧｰﾏへ)
0310社名変更 0107製造
元社名変更(前:日清製

25 NP 25 25mg:NP-25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢NP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 NS 25 NS25 25:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ﾆﾁﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日新製薬 冠循環改善剤 0912ﾋｰﾄNS25再記載
0308本体ｺｰﾄﾞ化 ﾋｰﾄ記
号削除NS275

25 NSR 25:Pfizer NSR 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾗﾗ錠25mg ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ 0911ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
070921収載

25 NVR 25mg 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

0612本体ｺｰﾄﾞ変更

25 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢25｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 25mg ｱｲﾛﾑ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0604社名変更(前:小林製
薬工業) 0504承継，販売
移管(藤沢薬品より) 0203
ﾋｰﾄ裏変更

25 OG02 OG02 Otsuka 25mg:25mg 糖衣錠 白 無 ﾊｲｾﾞｯﾄ錠25mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 25mg 大塚製薬 高脂血症治療剤，心身症
治療剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲｾﾞｯﾄ錠25)
0107ﾋｰﾄ変更 9707ﾋｰﾄ表
変更(25削除)，商品名記

25 O G:22 OG22 Otsuka 25μ g:25μ
g

裸錠 白 有 ﾒﾌﾟﾁﾝﾐﾆ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 大塚製薬 気管支拡張剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾟﾁﾝﾐﾆ錠)
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)など

25 糖衣錠 赤 無 ﾌｧｽﾀｰ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大原薬品工業 冠血管拡張剤 9511中止
25 OI25 90mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ｵｰｸﾗ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 中止
25 糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9810中止 9306変更
25 裸錠 淡黄白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大蔵製薬 利尿剤 9702中止
25 O.S CR-25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/肌 ｺﾗﾁｰﾑ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血流促進剤 9804中止
25 O.S-HS･F25 25mg：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0911中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
25 O.S M25 O.S-M25 25mg:25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

25 PCD 25:PCD 25IU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾊﾟﾝｸﾛｼﾞｽﾄ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 同仁医薬化工-東京田辺
製薬

循環障害改善剤 9805中止

25 PCT 25IU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾊﾟﾝｸﾛｼﾞｽﾄ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 同仁医薬化工-ｴｽｴｽ製 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ製剤 9508中止
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25 PE25:25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠)
0205ﾋｰﾄ変更 8909本体
追加

25 PER25:25mg 糖衣錠 赤 無 ﾍﾟﾙﾐﾙﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 全星薬品工業 冠血管拡張剤 0210ﾋｰﾄ変更
25 pfizer PGN 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛

治療剤
100611収載

25 PH:265 PH265 25mg：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｼﾞﾒ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ β 遮断剤 0908中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

25 PH 348 PH348 25mg：25mg 糖衣錠 黄 無 ﾌﾙﾙﾐﾝ錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0903中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

25 PH132:25 糖衣錠 白 無 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ錠｢ﾐﾀ｣25 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
25 Sc 291 Sc291 PIL-25:25mg 錠剤(楕円形) 淡橙 有 ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩錠

25mg｢三和｣
塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 三和化学研究所 不整脈治療剤 070706収載

25 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙﾊﾟﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 富山化学工業 冠循環改善剤 9901中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚﾆﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 東京田辺製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで)
25 糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 0010中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

25 糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 0010中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

25 PSC 25mg：PSC 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾀｲ

25 糖衣錠 薄赤橙 無 ﾋﾟﾚﾁｱ錠(25mg) 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
剤

0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

25 P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
25 R:25 HT13C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾘﾝｸﾞﾍﾞﾝ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 堀田薬品合成 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 950707収載
25 RCT025 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾗｼﾞｶﾘﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 中止
25 RES-25 糖衣錠 淡緑 無 ﾚｽﾐﾄﾛﾝ錠25 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 25mg 長生堂製薬 抗不安剤 9005中止
25 RLL:A 25 RLL A25:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢RLL｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｱｲﾛﾑ製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
080704収載

25 RM25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾓﾃﾞｰﾄ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ﾛｰﾏﾝ工業 β 遮断剤 99中止 920710収載
25 RN 25 裸錠 白 無 ﾗｳﾅﾝｽ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 尿酸排泄薬 0010中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
25 KB 21R25 裸錠 白 無 ﾛｲﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 脳血流促進剤 9905中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
25 糖衣錠 橙赤 無 ﾘｻﾁﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 冠循環増強剤 0108中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
25 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟ錠 塩酸ﾚﾌｪﾀﾐﾝ 25mg 参天製薬 筋肉痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9302まで)
25 S 25 25：S25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 精神神経用剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

25 S 25 TTS-190 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬 統合失調症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

25 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)
0305ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

25 ｓａ 25 sａ25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠25mg 硫酸ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ 25mg(ｸﾛﾋﾟﾄﾞ
ｸﾞﾚﾙとして)

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 060428収載

25 SANDIMMUN 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤 ｻﾝﾃﾞｨﾐｭﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

0304ﾋｰﾄ商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)，SANDOZ削除 00製
造元変更 901129収載
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25 SEROQUEL 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄赤 無 ｾﾛｸｴﾙ25mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 25mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 1103ﾋｰﾄ若干変更

25 SJ 25 SJ25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾟﾄﾘｼﾝ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 幸和製薬 頻尿治療剤 9608中止 9604社名変更
9507変更

25 KTB S1 25mg KTB S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 寿製薬 狭心症･不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)

25 SL 25 SL25 213 裸錠 淡黄褐 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠SV25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 進化製薬 降圧利尿剤 9603中止
25 T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ

変更 94本体刻印
25 SOL:25mg 糖衣錠 白 無 ｿﾙﾉﾐﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 全星薬品工業 抗めまい剤 0602中止 0210ﾋｰﾄ変更
25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更

(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)
25 糖衣錠 紅 無 ｽﾙﾓﾝﾁｰﾙ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 塩野義製薬 抗うつ剤 05本体ｺｰﾄﾞ位置変更(両

面分割→片面一括印刷)
25 IN:IN114SV25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙSV25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9504中止 9205ﾋｰﾄ変更
25 SV 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

25 SVT:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾌﾞﾃﾝｽ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 心臓選択性β 遮断剤 100528収載
25 SW 077 SW 077 25mg:25mg 裸錠 白 無 ｴﾙﾓﾗﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 沢井製薬 前立腺肥大症治療剤 0203ﾋｰﾄ変更 960705収
25 SW 025:0.8 SW-025 0.8mg:SW-025

0.8 mg
裸錠 白 有 ﾒﾃﾞﾎﾟﾘﾝ錠0.8 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 101119収載

25 SW 012 SW-012 25：25mg 糖衣錠 黄 無 ｱﾘｱﾛﾝF錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0911中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-AAF25)削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 SW CG:.25 SW-CG.25:0.25 mg 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
25 SW ML25 SW-ML25：25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg

｢ｻﾜｲ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

25 SW 028 SW-028 25：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄緑 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ
ﾙﾝ25)

25 SW 431 SW-431 25：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾝｾﾘﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 沢井製薬 冠循環増強剤 1002中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾍﾟﾝ
ｾﾘﾝ25)

25 SYT025 糖衣錠 黄 無 ﾄﾙﾍﾟｯﾄ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 三恵薬品 中枢性筋弛緩剤 0303中止
25 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｸﾞﾉｰﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大正製薬 消炎鎮痛剤 9303中止
25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄褐 ｶﾑﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾝﾌﾟﾛｽﾁﾙ 25μ g 田辺三菱製薬 胃潰瘍治療剤(持続型

PGE2誘導体)
0710社名変更（前：田辺
製薬）

25 T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠)

25 TA 005 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠(25mg) ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg（塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

25 TARCEVA25 25:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～黄白 無 ﾀﾙｾﾊﾞ錠25mg 塩酸ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ 25mg(ｴﾙﾛﾁﾆ
ﾌﾞとして)

中外製薬 抗悪性腫瘍剤，上皮増殖
因子受容体(EGFR)ﾁﾛｼﾝ
ｷﾅｰｾﾞ阻害剤

071214収載

25 KC 03 KC03 25μ g：25μ g 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾝｺﾘﾝ錠25 塩酸ﾏﾌﾞﾃﾛｰﾙ 25μ g 科研製薬 持続性気管支拡張剤 1003中止 9707ﾋｰﾄ変更
(TBRN25削除)

25 裸錠 白 有 ﾆｺﾓﾘﾝ(ﾄｰﾖ) ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血行改善剤 91ｺｰﾄﾞ化
25 TCT25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾁｶﾀﾚﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｲｾｲ 鎮痛・抗炎症剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾁｶﾀﾚﾝ錠)
25 TF 25 TTS-156 25mg:25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

25mg｢ﾀｶﾀ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

25 TI25:TKS123 糖衣錠 橙赤 無 ﾁﾉｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

冠血管拡張･抗血小板剤 9601中止

25 ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)
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25 ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005まで) 9707
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

25 TIGASON 25 ROCHE 25mg ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 角化症治療剤
Tigason25)削除 0005本
体変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

25 132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍，胃炎，慢性
肝疾患治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708
収載

25 TKS:025 TKS025 裸錠 淡黄 無 ﾛｰｾﾞｯｸｽ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

血圧降下剤 9403中止

25
耳:TMG-25mg

糖衣錠 白 無 ﾁｱﾐﾉｹﾞﾝ(糖衣錠)25mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経賦活剤 9504中止 9409ﾋｰﾄ表裏
をｺｰﾄﾞ化

25 TO-082 25 裸錠 白 有 ﾕﾘﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾕﾘﾉｰﾑ25mg)
0409割線追加

25 CG 210 TOF25:CG 210 TOF25 糖衣錠 灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄) 0110本
体印字色変更(白→黒)

25 KC 31 KC31 25mg:25mg 糖衣錠 淡桃 無 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ錠25 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 25mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 0206ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9703ﾋｰﾄ変

25 MO 233:25 MO233 裸錠(形状:長
円形)

白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 25mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

25 Tu 25 TU 25:TU 25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢TCK｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 辰巳化学 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

25 Tu-BE 25 Tu BE-25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾚｱﾘﾝ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 辰巳化学 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0706中止 990709収載
25 Tu CO･025 Tu CO･025 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾀﾂﾐ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 96中止
25 Tu EG･025 Tu EG･025 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/淡橙 ｴｸﾞﾚﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 辰巳化学 脳血流障害改善剤 96中止
25 Tu IS:25 Tu IS-25 裸錠 白 有 ｱｲｾﾐﾝ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 辰巳化学 持続性ACE阻害降圧剤 0303中止 000707収載
25 Tu IT-25 Tu IT-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾘﾅﾄﾛﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・抗炎症

剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾘﾅﾄﾛﾝ錠)
0608本体ｺｰﾄﾞ追加

25 Tu KI-025 裸錠 白～微黄 有 ｷｼﾘﾉﾝ錠｢25｣ 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 辰巳化学 前立腺肥大症･癌治療剤 0712中止
25 Tu-LM 25 Tu LM-25 25mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾗｯｶﾙﾐﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 辰巳化学・三和化学研究

所
抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｯｶﾙﾐﾝ錠)
0405本体ｺｰﾄﾞ追加

25 Tu MA Tu MA-25 裸錠 白～微黄白 無 ﾏｰﾖﾝ錠｢25μ g｣ 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 気管支拡張剤 960705収載
25 Tu ML:025 Tu ML-025:Tu ML-025 裸錠 白～微黄 有 ﾒｰﾚｰﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ

ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0911商品名変更(前:ﾒｰ

ﾚｰﾝ錠)
25 Tu MP-25 糖衣錠 白 無 ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 辰巳化学 冠血管拡張･抗血小板剤 0907中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ﾒﾄﾛ
ﾎﾟﾘﾝ錠)

25 Tu-NS:0 25 Tu NS-025 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾈｽｹﾞﾝ錠｢0.25｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 辰巳化学・ﾏｲﾗﾝ製薬 睡眠導入剤 0907本体ｺｰﾄﾞ0 25追加
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

25 Tu-NT 0.25 Tu NT-025 裸錠 白 有 ﾈｽﾄﾛｰﾑ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

睡眠導入剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｽﾄﾛｰﾑ錠)

25 Tu-PN 025 Tu PN-025 裸錠 白～微黄白 有 ﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 辰巳化学 胃炎･消化性潰瘍治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝ錠)

25 Tu PT-25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾝﾃﾓﾝ錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 辰巳化学 降圧利尿剤 0802中止
25 Tu ST Tu ST-25:Tu ST-25

25mg
糖衣錠 白 無 ｻﾀﾉﾛﾝ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
抗めまい剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾀﾉﾛﾝ錠)
0710本体ｺｰﾄﾞ追加

25 Tu-TA 25 Tu TA-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾀﾂﾐﾅｰﾙ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 辰巳化学 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 9904中止 960705収載
25 Tu TP・25  Tu TP・25 TuTP・25：TuTP・25 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾀﾂﾋﾟﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
不整脈治療剤 050708収載

25 Tw.PRT25 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東和薬品 抗血小板剤，冠循環改善
剤

旧ｺｰﾄﾞ（03頃迄）
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25 Tw RANT Tw.RANT 25mg 裸錠 白 有 ﾗﾝｸﾘｯｸ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 東和薬品 胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝｸﾘｯｸ錠)

25 Tw SPL
25mg

裸錠 白 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 東和薬品 利尿降圧剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠
｢ﾄｰﾜ｣)

25 Tw SR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｿﾚﾙﾓﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東和薬品 鎮痛・抗炎症剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｿﾚﾙﾓﾝ錠)
0209頃本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追

25 Tw:TM 25 Tw.TM25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾜﾐﾝ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 東和薬品 β 遮断剤 920710収載
25 TYK200 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
β 遮断剤

25 TZ 213 TZ213 25：25単位 TZ213 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰｸﾚﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 あすか製薬-武田薬品工 循環障害治療剤 0208ﾋｰﾄ裏記号追加
25 U25 U25:IW 裸錠 白 有 ｳｶﾞｽﾄﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 岩城製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9908中止 900713収載
25 Tw:S Saymotin S 25U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｻｲﾓﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 東和薬品 循環器用剤 010907収載(商品名，規

格表示の変更 前:ｻｲﾓﾁﾝ
25 UC 25 UC/25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢DK｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 大興製薬-興和ﾃﾊﾞ 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病

治療剤
1007販売元変更，統合に
伴い(前;大正薬品工業)

25 Pfizer:VGR25 VIAGRA25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠25mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 25mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1108迄) 薬価
未収載

25 Pfizer:VGR25
25

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠25mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 25mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 1108ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大蔵製薬 循環障害改善剤 9206中止
25 CG 301 25mg：25mg CG301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠)
25 糖衣錠 赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0107本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
25 Y AP25:25 Y-AP25:Y-AP25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾊﾟﾐﾝ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 精神神経安定剤 0205中止 0110社名変更
25 Y BA25 Y-BA25 裸錠 白 有 ﾊﾞｲｶﾛﾝ錠25mg ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 田辺三菱製薬 降圧利尿剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞｲｶﾛﾝ錠)
25 Y CF25 Y-CF25 25mg：Y-CF25

25mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾌｪｸﾄﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）等

25 Y-CL25 Y-CL25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｺﾚｿﾙﾋﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 吉富製薬 脂質代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
25 Y CO25 Y-CO25 25mg：25mg 糖衣錠 白 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠25mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0301ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
0207商品名変更
(前:25mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)

25 Y CR25 Y-CR25 25mg：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｸﾚﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0301ﾋｰﾄ表mg
追加，裏商品名記載（ｶﾀ

25 YD-25 糖衣錠 白～淡黄 無 ｲｴｽﾄﾞｰﾙ錠25 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 抗めまい剤 9003中止
25 YD 025 裸錠 類黄 無 ｻﾝﾃﾚﾝ錠1号 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 陽進堂 降圧利尿剤 9506中止
25 Y DF25 Y-DF25 25mg：25mg 糖衣錠 緑 無 ﾃﾞﾌｪｸﾄﾝ糖衣錠25mg 塩酸ｶﾙﾋﾟﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0512頃承継
(長生堂製薬より) 0411製
造元変更

25 T w:105 Y-EPC25 25μ g:Tw105
25μ g Y-EPC25

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 気管支拡張剤 0006中止 960705収載

25 Y HB25 Y-HB25mg：25mg 糖衣錠 橙 無 ﾋﾍﾞﾙﾅ糖衣錠25mg 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 25mg 田辺三菱製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載など

25 Y-HU25 裸錠(四角形) 白 無 小児用ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ錠 ﾌｪﾝｼﾞｿﾞ酸ｸﾛﾍﾟﾗｽﾁﾝ 2.5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 0110社
名変更 9711ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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25 Y IM25 Y-IM25 25mg：25mg 糖衣錠 微黄赤 無 ｲﾐﾄﾞｰﾙ糖衣錠(25) 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 田辺三菱製薬 抗うつ剤･遺尿症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0601頃承継
(長生堂より)

25 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

25 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

25 n 967
967

裸錠(長円形) 白～微黄 無 ﾚｺﾙｸ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

前立腺肥大症･癌治療剤 0012中止 930909販売

25 Y LV25:25 25mg：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504ﾋｰﾄ変更
010706収載(商品名の変
更 前:ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠)

25 Y:MC 25 Y-MC25 糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 抗めまい剤 旧本体(0403迄)，承継(長
生堂製薬へ)に伴いｺｰﾄﾞ
変更 0110社名変更

25 Y PY25 Y-PY25:Y-PY25 25 糖衣錠 白 無 ﾌﾟｼﾄﾐﾝ糖衣錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾗｼﾞﾝ 25mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 精神神経安定剤 0103中止
25 YD044 25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾖｳﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 冠循環改善剤 0811ﾋｰﾄ表25mg追加
25 ZE 25:2.5 ZE25 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢

ZE｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
全星薬品工業-全星薬品 高血圧･狭心症治療剤，

持続性Ca拮抗剤
091113収載

25 Pfizer:ZLT25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg 塩酸ｾﾙﾄﾗﾘﾝ 25mg(ｾﾙﾄﾗﾘ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

060601収載

25 ZNC 214 25mg:ZENECA 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変
更(社名変更により)

25 Th 151 Th151 ZPT25:ZPT25 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
920710収載

25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/薄褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

1006ｺｰﾄﾞ変更

25 25 SANKYO 308 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵﾀﾐﾝ錠25 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして)

第一三共 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 0903中止 0704社名変更
(統合に伴い，前:三共)

25 SANKYO 249:25 裸錠 白 有 ﾛﾝﾁﾙ錠25 ﾋﾄﾞﾛﾌﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 三共 利尿血圧降圧剤 0003中止 9702ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 裸錠 白 有 25mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
25 糖衣錠 黄 無 25mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
25 裸錠 白～帯黄白 無 ｿﾙﾌｧ25mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 25mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透

明
ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更

前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ25)，ﾋｰﾄ変更
26 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠
5)，ﾋｰﾄ若干変更

26 CH26 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 長生堂製薬 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄ 960705収載

26 DK 026 DK026:100mg DK026 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

ﾀﾞｲﾄ-日医工，扶桑薬品
工業

抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ錠
100)

26 FZ 26 FZ26 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾒﾝﾄｰﾙ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環機能改善剤 0208中止 0006製造元変
更 9711ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

26 HD:026 HD:HD-026 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾗﾎﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 菱山製薬 骨粗鬆症治療剤 9910中止 970711収載
26 HT 26M HT26M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾙﾓｶﾞﾝ錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ 100mg 堀田薬品合成 整腸･殺菌剤 99中止 940708収載
26 JG E26 JG E26:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢JG｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 091113収載
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26 KC 26 KC26 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾌﾟﾛﾐﾄﾞ錠200mg ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾐﾄﾞ 200mg 科研製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾐﾄﾞ錠)
0205ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9706ﾋｰﾄ変更

26 KTB 26 5mg KTB26:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
KTB｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 寿製薬･三和化学研究所 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

26 KW 026 KW026 20:KW026 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠20mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

26 KWP-26 裸錠 白 有 ﾃｽﾉｰﾙ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 高血圧･狭心症治療剤 9101中止
26 MK 26 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50小児用｢

MEEK｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 小林化工-明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 070706収載 小林化工と

ﾋｰﾄ異なる
26 MK 26 MK26 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50小児用｢

MEEK｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 小林化工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 070706収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
26 OG 26 OG26 HYDRA 裸錠 白又は微黄 有 ﾋﾄﾞﾗ錠｢ｵｰﾂｶ｣50mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 50mg 大塚製薬工場-大塚製薬 結核化学療法剤 0109ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載
26 OI26 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ｵｰｸﾗ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 中止
26 50 S26 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢TSU｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 鶴原製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

26 SW 026 SW-026 0.4mg:0.4mg 裸錠 白 有 ﾒﾃﾞﾎﾟﾘﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
MDN0.4)削除 920710収

26 t 26 μ
OPTIRAN10μ g

裸錠 微黄～淡黄 有 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠10μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 10μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ
ｽﾄとして）

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

040709収載

26 t 26 μ
OPTIRAN10μ g

裸錠 微黄～淡黄 有 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠10μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 10μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ
ｽﾄとして）

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

040709収載

26 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｰﾘﾝｶﾌﾟｾﾙTY 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 虚血性心疾患治療剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
26 YD 026 裸錠 淡青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢YD｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 陽進堂 消炎･組織再生促進剤 0910中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ｱｽﾞ
ﾚﾝ錠｢陽進｣) 0210本体
ｺｰﾄﾞ追加 日医工とﾋｰﾄ異

26 YD 026 裸錠 淡青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢YD｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 陽進堂-日医工 消炎･組織再生促進剤 1003中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ｱｽﾞ
ﾚﾝ錠｢陽進｣) 陽進堂とﾋｰ
ﾄ異なる

26 ZE 26:5 ZE26 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ZE｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

全星薬品工業-全星薬品 高血圧･狭心症治療剤，
持続性Ca拮抗剤

091113収載

26 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/淡黄 ﾅｰｼｽｶﾌﾟｾﾙ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬 抗不安剤 9007中止 ﾅｰｼｽ錠5と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

26 糖衣錠 淡青緑 無 ﾅｰｼｽ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬 抗不安剤 9609中止 ﾅｰｼｽｶﾌﾟｾﾙ5
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

26 糖衣錠 橙 無 EA錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 塩野義製薬 ｱｽﾋﾟﾘﾝ製剤 9310中止
27 Tw418 Tw418 Tw418 27mg：27mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄

緑
ｱﾝﾋﾟﾛｰﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg 東和薬品 鎮痛・抗炎症剤 050708収載

27 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 1007中止 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更 ﾌｧｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

27 Asahi ABT27 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ麻黄湯FCｴｷｽ錠
医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

27 alza27 alza27:27mg 徐放錠(長円 灰 無 ｺﾝｻｰﾀ錠27mg 塩酸ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ 27mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 中枢神経刺激剤 071214収載
27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠
10)，ﾋｰﾄ若干変更

27 CH27 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 長生堂製薬 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄ 960705収載

27 DK027 糖衣錠 白 無 ｴﾍﾟﾛﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾀﾞｲﾄ 筋緊張･循環改善剤 9601中止 920710収載
27 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄

緑
ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴

い） 大正富山とﾋｰﾄ異な
27 FJ 27 FJ27 250ｍｇ:250mg 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢F｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 富士製薬工業・ﾐﾔﾘｻﾝ製
薬

潰瘍性大腸炎・ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載
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27 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304
大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

27 FZ 27 FZ27 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾅﾛﾝｸﾞ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性Ca拮抗降圧剤 1011中止 1002販売元変
更(前:ｷｯｾｲ薬品)，ﾋｰﾄ若
干変更

27 JG E27 JG E27:400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢JG｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 0911発売
27 JMT-27 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ四物湯FCｴｷｽ錠

医療用
ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 中止 900713収載

27 KC 27 TLS20 KC-27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｰｻｰ･20 塩酸ﾌﾞﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 科研製薬 β 受容体遮断性狭心症
治療剤

9707中止

27 KTB 27 10mg KTB27:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
KTB｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 寿製薬･三和化学研究所 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

27 KW 027 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ錠500mg ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝｺﾁﾙ) 0208
承継（日本ﾛｼｭより）

27 MS M27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 明治製菓 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載，ﾒｲｱｸﾄ錠
100の改良品(ｶｾﾞｲﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ除去他)

27 MK 27:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

27 MK 27:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

27 n 027 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾌｨﾅﾋﾞﾝ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

日医工 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

27 NS 27 NS27 100:100mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg｢NS｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日新製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

27 RM 27 RM27 30mg 裸錠 白 有 ﾄｰﾗｽﾀﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾛｰﾏﾝ工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0004中止 980710収載
27 100 S27 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢TSU｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 鶴原製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

27 SS 027 SS027 裸錠 黄 有 ｱﾙﾌｧﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｴｽｴｽ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9005中止
27 SW 027 SW-027 10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ

ﾙﾝ10)
27 t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg

｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ)
27 t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
抗めまい剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)

0110ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9804本体，剤型変
更 7804収載

27 t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧品名(090925ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

27 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高血圧･狭心症治療剤 900713収載

27 TKS 27 TKS27 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉﾘﾌﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0304中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

27 TYK27 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲﾋﾟｻｰﾄ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 3mg 大正薬品工業 過敏大腸症治療剤 89中止
27 Y G 裸錠 白 有 ｶﾞｽｵｰﾙ錠40mg｢陽進｣ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 陽進堂 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 0303本体刻印
28 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰白 無 ｱﾌﾟﾛﾅﾘﾝPD錠 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 長生堂製薬 消炎酵素剤 0206中止 9803本体ｺｰﾄﾞ

化 960705収載
28 EM 28 4mg 裸錠 白～灰白 無 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠4mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 4mg ｾﾙｼﾞｰﾝ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 100716収載
28 FJ 28:2.5 FJ28 2.5mg:2.5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢F｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
富士製薬工業 持続性Ca拮抗薬 1005ﾋｰﾄ若干変更

28 FZ 28 FZ28 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾅﾛﾝｸﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性Ca拮抗降圧剤 1011中止 1002販売元変
更(前:ｷｯｾｲ薬品)，ﾋｰﾄ若
干変更

28 HD 028 HD-028 10mg:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱﾌﾟﾘﾄｰﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 0304社名変更（前：菱山
製薬），ﾋｰﾄ変更 980710
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28 JG E28 JG E28 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

101119収載

28 KC 28 KC28 18000:18000 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性)

白～灰白 無 ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･P錠18000 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 科研製薬 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･PD
錠)

28 KW 028 100:KW028 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 共和薬品工業 高尿酸血症治療剤 0507発売
28 MK 28:0.3 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢

MEEK｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善

剤
080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

28 MK 28:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

28 MS M28
15mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾘﾌﾚｯｸｽ錠15mg ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ 15mg 明治製菓 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ・ｾﾛﾄﾆﾝ作動
性抗うつ剤

090904収載

28 ｎ 028:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢日医工｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

28 SW 028 SW-028 25：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄緑 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ
ﾙﾝ25)

28 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙透明 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｿﾌﾄ0.25TY ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
28 TYK28 裸錠 淡黄 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大正薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9010中止
28 YD 028 裸錠 白 有 ﾖｳｷﾞﾆﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg 陽進堂 循環改善剤 0810中止 0208本体ｺｰﾄﾞ

記載 舌下錠
28 裸錠 薄橙 無 ｴﾘﾐﾝ錠3mg ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 大日本住友製薬 不眠症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾘﾐﾝ錠3)
28 裸錠 薄橙 無 ｴﾘﾐﾝ錠5mg ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大日本住友製薬 不眠症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾘﾐﾝ錠5)
29 μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺製薬販

売
経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

旧品名(100528ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏ
ｲﾗﾝ製薬中止

29 Asahi ABT29 裸錠 淡褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ麦門冬湯FCｴｷｽ
錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

29 μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠
20μ g)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

29 FJ 29:5 FJ29 5mg:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢F｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

富士製薬工業 持続性Ca拮抗薬 1005ﾋｰﾄ若干変更

29 HD 029 HD-029:HD-029 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱﾌﾟﾘﾄｰﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 0304社名変更（前：菱山
製薬），ﾋｰﾄ変更 980710

29 OH 62:3 OH-62 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
29 PIC HT29M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾋﾟｺｷﾗﾝ錠7.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 7.5mg 堀田薬品合成 緩下剤 99中止 940708収載
29 JG E29 JG E29 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ

ﾀﾁﾝとして)
大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害

剤
101119収載

29 KC 29 TPGE KC-29 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2錠｢科 ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ 0.5mg 科研製薬 陣痛誘発･促進剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄)
29 KC 29 KC-29 0.5mg：0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2錠0.5mg

｢科研｣
ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ 0.5mg 科研製薬・富士製薬工業 陣痛誘発･促進剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ
E2錠｢科研｣) 0206ﾋｰﾄ変

29 20 KW029 KW029 20:KW029 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 9607中止 940708収載
29 20 KW029 KW029 20:KW029 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤

>KW) 000707再収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

29 MK 29:200 MK29 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠200｢
MEEK｣

ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg 小林化工 経口抗真菌剤 080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

29 MK 29:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠200｢
MEEK｣

ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg 小林化工-明治製菓 経口抗真菌剤 080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

29 ｎ029:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢日医工｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

29 PT F29 裸錠 白 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
29 SS 029 SS029 糖衣錠 帯黄白 無 ｱﾝｽﾐﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ｴｽｴｽ製薬 抗めまい剤 9005中止
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29 t 29 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0406販売

29 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙黄透明 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｿﾌﾄ0.5TY ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
29 A35 TSU029 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾈﾐｰﾙ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 鶴原製薬 持続性心選択性β 1遮断

剤
0806商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ﾐｰﾙ錠)

29 TYK29 裸錠 黄 有 ｽﾊﾞﾗｰﾄ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 大正薬品工業 末梢循環障害治療剤 8811中止
29 YD029 裸錠 白 無 ﾌﾞﾚｲﾝｼﾞｬｰ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 陽進堂 筋緊張性疼痛疾患治療 0507中止 900713収載
29 IX100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｲｿｷｻｰﾙ錠100 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾘｿｷｻｰﾙ 100mg 塩野義製薬 消炎鎮痛剤 9204中止
30 303 糖衣錠(腸溶 赤 無 ATP錠30mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 0707中止
30 TF-TL30 30mg：TF-TL30 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅/無透明 MSﾂﾜｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 帝國製薬 持続性癌疼痛治療剤 0412ﾋｰﾄ記号表→裏

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

30 NS 359 NS359 30mg:30mg 裸錠 赤橙 無 S-ｱﾄﾞｶﾙ錠30mg ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg 日新製薬 血管強化･止血剤 1007ﾋｰﾄ表30mg追加
081219収載(商品名変更
に伴い，前:S-ｱﾄﾞｶﾙ錠)

30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載

30 裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0612ﾋｰﾄ若干変更(表裏
30削除等)

30 030 L20:Tsuruhara ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 鶴原製薬-科研製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄ （02頃迄） 0109本
体ｺｰﾄﾞ追加 920710収載

30 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾐﾝS ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 長生堂製薬 鎮咳剤 旧品名(090925ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞ
ﾘﾝｸｴﾝ酸塩錠30mg｢CH｣
に変更)，旧ﾋｰﾄ

30 KH 204 KH204 30mg：30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾋﾟﾗｺｰﾙ錠 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 協和発酵工業 降圧剤 0701中止 0112ﾋｰﾄmg追
30

30
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠30mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 30mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ

記載表→裏等)
30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ

ﾋﾞﾒﾘﾝとして)
第一三共 口腔乾燥症状改善薬

に伴い，前:第一製薬)
0202製造元変更(前:雪印

30 Tw 114 Tw114 30mg 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄｰﾜ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ｵｷｻ
ﾄｰﾜ錠)

30 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢CH｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(1005ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更) 0909
商品名変更(前:ﾗｲｾﾙﾃｯｸ
錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

30 ZE 32 ZE32 30mg 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ZE｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 全星薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｱﾑｾﾞ
ﾝﾄ錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

30 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005商品名変更(前:ｵｷｻ
ﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢CH｣)

30 SW 717 SW-717 30:30mg 裸錠 白～微黄白 有 ｵｷﾛｯﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ｵｷ
ﾛｯﾄ錠)

30 PH 473 PH473 30:30mg 裸錠 白 有 ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｶﾞｰﾗ
ﾝﾄﾞ錠)

30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅/白半透
明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

30 NCP 217D NCP217D：30 裸錠（徐放錠） 白 無 ｶﾙﾅｰｽ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日本ｹﾐﾌｧ Ca拮抗剤 0803中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ｶﾙ
ﾅｰｽ)

30 PH264:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾀﾝ錠30 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 非麻薬性鎮咳剤 0501中止
30 SW 159 SW-159 30：30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｺﾘﾘｯｸ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 沢井製薬 鎮痙･鎮痛剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾘﾘｯｸ) 0303
ﾋｰﾄ変更，商品名記載等

30 n 771 裸錠 白 無 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日医工 Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ錠)
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30 HT 10F HT10F 30 裸錠 白 有 ｻﾗﾐﾝﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 堀田薬品合成 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 99中止 980710収載
30 30mg 裸錠 類黄 無 ｼﾞｳﾃﾚﾝ錠30mg ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 寿製薬 ｶﾘｳﾑ非排泄性降圧利尿

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｳﾃﾚﾝ錠)
SP包装

30 CH 323 CH323 30mg:CH323
30mg

裸錠(徐放性) 白 無 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg
｢CH｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ

Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾙﾍﾞｲﾄ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

30 SW 089 SW-089 30:30 mg 徐放性裸錠 白 無 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾙｰﾄ錠
30mg)，ﾋｰﾄ若干変更

30 TSU281 30mg:30mg 裸錠 白 無 ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 鶴原製薬 消炎･出血抑制酵素剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ)

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0605迄) 0504社
名変更(合併)

30 RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾｽｼﾞｳﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痙･鎮痛剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｽｼﾞｳﾑ錠)

30 DK 332 DK332:DK332 30mg 裸錠 白 有 ｾﾙｽﾐﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾀﾞｲﾄ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0103中止 980710収載
30 KH 010 KH010 30mg：30mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｸﾄ錠30 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾙﾃｸﾄ錠)

30 O M 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｽ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

30 YT X1 YT-X1：30mg 裸錠 白～微黄白 有 ｾﾙﾍﾞｰﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東亜薬品-山之内製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0212中止 0203ﾋｰﾄ裏商
品名記載

30 Sc 224 Sc224:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠30mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 30mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧本体(98まで) 9801ﾋｰﾄ
変更

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 9812本体変更 9802ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 8406収載

30 TYK396 30mg:TYK396 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊
錠

100７本体ｺｰﾄﾞ追加

30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧本体（0406迄），本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更
0010ﾋｰﾄ変更

30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄黄 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0611頃ﾋｰﾄ若干変更(表
裏30削除等) 0406本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更

30 t525 t525 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
科研製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

30 CT 7:Organon CT7:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg MSD-第一三共 四環系抗うつ剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

30 RM 27 RM27 30mg 裸錠 白 有 ﾄｰﾗｽﾀﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾛｰﾏﾝ工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0004中止 980710収載
30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/無透

明
ﾄｸﾚｽｽﾊﾟﾝｽｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
30mg

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大日本住友製薬 鎮咳剤 0802ﾋｰﾄ裏30追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｸﾚｽｽﾊﾟﾝｽｰ

30 R 177 R177:30mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾗｸﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 龍角散 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 02頃中止 980710収載
30 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本住友製薬 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載
97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)
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30 SW 218 SW-218 30mg：30mg 裸錠 白 無 ﾉｲﾀｰｾﾞ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 0912中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾉｲ
ﾀｰｾﾞ30)

30 30 30mg 裸錠 白 無 ﾉﾌﾞﾛｰｾﾞｴｽ錠(30) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 藤本製薬 消炎酵素剤 9111中止
30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
30 DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0501

頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ表->裏
等) 0105ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

30 TSU563 30mg:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ錠30mg ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 鶴原製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ30)

30 DLZ TYK315:TYK315 30 裸錠 白 無 ﾊﾟﾚﾄﾅﾐﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大正薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0707中止 98ﾋｰﾄ変更(製
造承継の為)

30 TYK85 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾋﾟｵﾁﾝ錠･30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 大正薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0707中止
30 FJTF:30mg 裸錠 白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠30mg｢F｣ 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg 富士製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠F)
30 糖衣錠 橙 無 ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg｢ｲｾｲ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg ｲｾｲ-日医工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 ｲｾｲとﾋｰﾄ異なる
30 腸溶性糖衣錠 黄 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 陽進堂-日医工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0801中止 0309ﾋｰﾄ変更
30 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0212ﾋｰﾄ変更
30 AJ2:30 AJ2 30:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧｽﾃｨｯｸ錠30 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg 味の素製薬-第一三共 速効型食後血糖降下剤 1004製造販売会社変更

(前:味の素)
30 30mg 糖衣錠 白 無 ﾌｼﾞｽﾐﾝ《ﾌｼﾞﾓﾄ》 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 藤本製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 8806中止
30 ｔ286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｽｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 旧品名(080620ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞ

ﾘﾝｸｴﾝ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ30mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更)

30 SW 593 SW-593:30 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

30 t 906 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

30 MY 105 MY105 30mg：30mg 裸錠 白 有 ﾍﾟﾍﾟｼﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 前田薬品工業-佐藤製
薬，日医工

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾍﾟｼﾝ錠)
0807販売元変更(前:ﾃｲｺ
ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

30 TSU 641 TSU641 30mg 裸錠 白 無 ﾍﾏﾚｷｰﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 鶴原製薬 Ca拮抗剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾏﾚｷｰﾄ錠)

30 ｔ286  ｔ286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝｸｴﾝ酸塩ｶﾌﾟ
ｾﾙ30mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 1004中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｽ
ｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ)

30 MAR:30mg 裸錠 白 無 ﾏﾙﾑﾈﾝ 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 全星薬品工業 Ca拮抗剤 旧品名(080620ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩錠30mg｢ZE｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

30 PH 304 PH304：30mg 裸錠 白 無 ﾐﾀﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消炎酵素剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

30 KI 4491 KI-4491 30mg 裸錠 白 有 ﾒｸﾃｸﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 鶴原製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｸﾃｸﾄ錠)

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯黄白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠HD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載

30 YD 014 徐放性錠剤 白 無 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠)
陽進堂とﾋｰﾄ異なる

30 裸錠 白 有 ﾗｲｾﾙﾃｯｸ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0909ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢CH｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中

30 SW 12 SW-12 30mg:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗｿﾌﾟﾗﾝOD錠30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 090515収載
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30 Tw415 Tw415 Tw415 30mg：30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧品名(080620ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢ﾄｰﾜ｣に
変更) 050708収載

30 t 21 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載 腸溶性の粒
を含む

30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

30 Tw 035:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 1004ｺｰﾄﾞ変更，本体ｺｰﾄﾞ
追加

30 ｎ 232:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

30 30mg JGE45 JG E45 30:30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

30 TTS 265 30mg TTS-265 30mg:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
ﾀｶﾀ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 高田製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

30 Tw415 Tw415 Tw415 30mg：30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ30mg)

30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
30 TSU865 30mg:30mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ-30)
30 KN305 30mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 小林化工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 96ｺｰﾄﾞ化
30 TYK13:30mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 大蔵製薬-大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 02頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9303製造
元変更

30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾛｲｾﾙﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日医工 鎮痙･鎮痛剤 1010中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛｲｾ
ﾙﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ)

30 NV 131 30 NV131 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/灰赤黄 ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-田辺製
薬，ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

03中止(錠収載に伴い)
0209ﾋｰﾄ裏変更 980828
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠30 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 興和新薬 代謝性製剤 9304中止
30 KI 3334 ADO-30:MECT KI-3334 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾅﾐﾝC錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg ﾒｸﾄ 血管強化･止血剤 9111中止

30 AP30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾍﾟﾙﾄﾞｰﾙ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 東京田辺製薬 降圧剤 9303中止
30 AST30 DOJ 裸錠 橙 無 ｱﾄﾞｽﾁﾙAC錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 同仁医薬化工 血管強化止血剤 中止

30 303 ATP-30 303:ATP-30 303 糖衣錠 赤 無 ATP錠30mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

30mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 95本体ｺｰﾄﾞ化

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾛﾌ錠30mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg ﾏﾙｺ製薬 血圧降下剤 9305中止
30 MO351 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 持田製薬 止血剤 9509中止

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠30mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療
剤

に伴い，前:第一製薬)
30 CAM30:30mg 裸錠 橙 無 ｶﾐﾙﾏﾝ30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
30mg 全星薬品工業 血管強化･止血剤 0602中止 0303ﾋｰﾄ変更

30 CL CL 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘﾌﾟｽ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

30 KC154 KC154 30mg:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･茶帯2
本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 30mg 科研製薬･三和化学研究
所

排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ30)
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30 CG-30 糖衣錠 暗赤 無 ｸﾗﾃｸﾞｯﾄ錠 ｸﾗﾃｸﾞｽｴｷｽ 30mg 日本ｶﾞﾚﾝ 心機能改善剤 0212中止 9705ﾋｰﾄ記号
削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9501社名変更

30 CH30 100mg:CH30
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾒｼﾙﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口蛋白分解酵素阻害
剤

0608ﾋｰﾄ若干変更(裏表
記号(100mg)追加等)
960705収載

30 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝｸｴﾝ酸塩錠
30mg｢CH｣

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

非麻薬性鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾄﾐﾝS)，ﾋｰﾄ
若干変更

30 CZ-30 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｿﾞﾈｰﾄ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 長生堂製薬 止血剤 9005中止

30 CZC-30 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 大洋薬品工業 血管強化･止血剤 8803中止 薬価削除

30 Sc 224 DIA30:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠30mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 30mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0104
本体(楕円形へ)，割線(無
→有)，ﾋｰﾄ(Sc224削除)
変更

30 SD212 DIUTEREN-30 裸錠 類黄 無 ｼﾞｳﾃﾚﾝ｢昭和｣30mg錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 昭和薬品化工 降圧利尿剤 9103中止
30 DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg

｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 0901113収載(商品名変

更に伴い，前:ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠
30)，ﾋｰﾄ若干変更

30 DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 旧品名(091113ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩錠30mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 0706ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ変更

30 EISAI DP030 Eisai DP030 裸錠 黄 有 ﾁﾞｳｾﾙﾋﾟﾝ錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 降圧利尿剤 9609中止
30 EC 30 EC30 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾄﾌﾗｼﾞﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 進化製薬 血圧降下剤 9603中止
30 EC 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾄﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 大原薬品工業 血圧降下剤 9510中止
30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｺｰﾙ錠30 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 降圧剤 9101中止
30 EE 30:2.5 EE30 2.5mg:2.5 裸錠 淡桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠2.5｢EMEC｣ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
080704収載

30 FJ 30:80 FJ30 80mg:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢F｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

前立腺癌治療剤 090515収載

30 FLV 30 FLV30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢三和｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-三和化学研究
所

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

30 裸錠 白 無 ｱｸﾃﾞｨｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg あすか製薬-武田薬品工
業

酵素製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｸﾃﾞｨｰﾑ30)
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

30 裸錠 橙 無 ﾀｼﾞﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg あすか製薬-千寿製薬，
武田薬品工業

止血･血管補強剤 1006ﾋｰﾄ若干変更 0801
ﾋｰﾄ表30mg追加

30 20mg HD-030:ATP 20mg 糖衣錠 橙 無 ATP錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ATP製剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ATP腸
溶錠20mg｢NP｣) 0304社
名変更（前：菱山製薬）

30 20mg HD-030:ATP 20mg 糖衣錠 橙 無 ATP腸溶錠20mg｢NP｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ATP製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ATP錠｢ﾋｼﾔ

30 HPC030 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌｽﾄﾍﾟﾝﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 同仁医薬化工 鎮咳剤 中止
30 IC-421 裸錠 白 有 ｴﾘﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｲｾｲ 酵素製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾘﾁｰﾑ)
30 KI 3953 ISZ-30:KI-3953 裸錠 白 有 ｲｾﾁｰﾑ30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾒｸﾄ 消炎酵素剤 中止
30 IT 30 IT 30mg:30mg 裸錠 白 有 ｲﾜﾄﾐﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 岩城製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｲﾜﾄﾐ

ﾄﾞ錠)
30 JD-030 糖衣錠 淡赤 無 ｿﾙﾄﾞｰﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 植物性緩下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾙﾄﾞｰﾙE)

30 JG E30 JG E30 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

101119収載
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30 KB TT3 TT30 裸錠 白 無 ﾃﾗﾁｰﾑL30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

30 KC 30 KC30 75mg:75mg 糖衣錠 桃 無 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ錠75 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 75mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 0303中止 0206ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9706ﾋｰﾄ変更

30 裸錠 白 有 ｺﾅｰｾﾞ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

30 KTB 30 100mg KTB30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢KTB｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 寿製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
30 40 KW030 KW030 40:KW030 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 9607中止 940708収載
30 40 KW030 KW030 40:KW030 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤

>KW) 000707再収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

30 KW LN30 30：KWLN30 30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg
「ｱﾒﾙ」

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 共和薬品工業･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ
ﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

30 L30 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｲﾜｷ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 岩城製薬 消炎酵素剤 9202変更
30 LASOPRAN 30mg SW- SW-183 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｿﾌﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/微黄

白
ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 30mg(ﾃﾞｭﾛｷ

ｾﾁﾝとして)
塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

30 LP 30 LP30:30mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
DK｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大興製薬-三和化学研究
所，ｱｲﾛﾑ製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

30 LSZ-30 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ﾀｲﾖｰ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大洋薬品工業 出血抑制･消炎酵素剤 94中止 9306ｴﾑｴﾌ製剤
から承継

30 M113 LY-30 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾓﾊﾝ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 模範薬品研究所 消炎酵素剤 9003中止
30 Th 3952 Th3952 LY30:LY30 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢BM｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 酵素性消炎･出血抑制剤 9808中止 951201商品名

変更(｢BMT｣->｢BM｣) 94
ﾋｰﾄ変更

30 SY LY30SY (30は小文字) 裸錠 白 無 ﾘｿﾞｽﾐﾝ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 生晃栄養薬品 消炎酵素剤 0512中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ
の製品多数あり

30 LZ 30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD錠30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日
本薬品工業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

30 30 裸錠 白 無 ﾐｻｲﾗｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg わかもと製薬 消炎酵素剤 0212中止 9710ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

30 裸錠 橙黄 無 ﾒﾛﾆｰﾙ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 参天製薬 血管強化･止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)

30 裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(30mg) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日本新薬 消炎酵素剤 0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏
商品名記載 9702ﾋｰﾄ記
号削除

30 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

30 NK 7421 30 7421 30:NK 7421 30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞｽﾀﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ｳﾍﾞﾆﾒｸｽ 30mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｽﾀﾁﾝ30ｶﾌﾟ
ｾﾙ)

30 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ｺﾀ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0404中止 0211ﾋｰﾄ変更
30 NU LANZYME-30 裸錠 白 無 ﾗﾝﾁｰﾑ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日水製薬 消炎酵素剤 0111中止
30 EISAI NZ030 30mg:30 EISAI NZ030 裸錠 白 無 ﾉｲﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9910製造元変更 9703ﾋｰ

ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
30 JG 57 JG 57 30:30 OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白
(淡褐～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(口腔
内崩壊錠)

101119収載

30 OG30 OG30 OG30 100mg:100mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾀｰﾙ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大塚製薬 抗血小板剤 1103中止 0906本体ｺｰﾄﾞ
追加(前:OG30），割線追

30 OH 306:50 OH-306 50mg:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾘｽﾞﾅｰ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 大原薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9403中止
30 OI26 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ｵｰｸﾗ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 中止
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30 O M 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ｾﾙﾃ
ｽ錠)

30 O M 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｽ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

30 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 富山化学工業 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9605ﾋｰﾄ
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

30 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消炎酵素剤 04頃中止 0305ﾋｰﾄ変更
0304大正富山医薬品販

30 O.S B-30 O.S-B30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾊｲｽﾄ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血管拡張性降圧剤 9804中止
30 O.S O-30 O.S-OS･30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠30 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
30 O.S ST30 O.S-ST30 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

30 P30 30mg:IW 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ｲﾜｷ｣
30mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 岩城製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0207中止 9111変更

30 C-31A 30 C-31A･30 30:30 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

30 JUNSEI PB 30 裸錠 淡赤 無 ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ錠｢純生｣ ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 30mg 純生薬品工業 催眠鎮静剤 0502頃中止
30 裸錠 橙黄 無 ﾍﾟﾘｸﾛﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管強化止血剤 92中止

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg わかもと製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
30 PH 201 PH201 30:PH201 裸錠 白 有 ｲｻｺｰﾙ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
97中止 940708収載

30 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

30 PRD-30 糖衣錠 橙 無 ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg｢ｲｾｲ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg ｲｾｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 日医工とｺｰﾄﾞ異なる
30 DLZ PTM-30 234 裸錠 白 無 ﾊﾟﾚﾄﾅﾐﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ｴﾑｴﾌ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9809本体

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

30 裸錠 白～微帯黄 有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠30mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 30mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 9707中止
30 PY 30 糖衣錠 薄橙 無 ﾋﾟﾘﾁｱﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 東京田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9410中止
30 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9706ﾋｰﾄ

裏変更
30 PZD-30 271:PZD-30 271 裸錠 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9410本体刻印
30 C-22B 30 RES30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
30 糖衣錠 白 無 ｱﾚﾙﾄﾝL d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9311中止
30 S･AD 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 S･ｱﾄﾞｸﾉﾝ錠30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
30mg 田辺三菱製薬 血管強化･止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄)，承継に

伴い(ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏへ)
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

30 SB 30 AD-30 裸錠 白 無 ｱﾃﾞﾛｷｼﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9511まで)
30 YT X1 YT-X1:YT-X1 SLV30 裸錠 白～微黄白 有 ｾﾙﾍﾞｰﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東亜薬品-山之内製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 000707収

載
30 裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 富山化学工業 止血剤 旧ｺｰﾄﾞ（0310迄）

30 M310 SP-30 糖衣錠 白 無 ｼｰｸｽﾐﾝP錠(30mg) ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9103中止
30 SS 030 SS030 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｻﾞｯｶﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg ｴｽｴｽ製薬 消化性潰瘍治療剤 9504中止
30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg 山之内製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 990813

収載 ﾋｰﾄ裏に｢食直前に
服用｣の記載あり

30 SVT30 糖衣錠 白 無 ｾﾞｸﾋﾞﾀﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 森下ﾙｾﾙ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9004中止
30 SW-011:SW-PI30 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾄﾞﾋﾟﾄﾞﾝ30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 92中止
30 SYT030 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠15｢三恵｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 三恵薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9907中止
30 SZ30 SZ30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾀﾝｿﾞｰﾑｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載
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30 TA 107 裸錠 橙黄～橙黄
褐

無 ｱﾄﾞﾅ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

対血管薬剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ｱﾄﾞﾅ
(AC-17)錠30mg)

30 TA 120 裸錠 白 無 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 田辺三菱製薬 Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ

30 TA M30
PGUARD:30mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐～褐 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

30 軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 緩下剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｯﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

30 TS TS-30 裸錠 白 無 ｺｰﾚﾝ 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 東邦新薬-竹島製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 05頃中止
30 030 TSU030 L20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 鶴原製薬･科研製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧･狭心症治療剤
0301ﾋｰﾄ変更 0109本体
ｺｰﾄﾞ追加 920710収載

30 TSU462 30mg 裸錠 白 有 ﾅｵﾄﾞﾘｰﾙ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 鶴原製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

0602中止

30 Tu AT-30 裸錠 淡黄 有 ｱﾑﾃﾚﾝ錠｢ﾀﾂﾐ｣30 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 辰巳化学 降圧利尿剤 9912中止
30 Tu-BG 030 Tu BG-030 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾞｰｹﾞﾝ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 辰巳化学 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
0706中止 940708収載

30 Tu KM-030 裸錠 黄～橙黄 無 ｸﾒﾓﾝﾄ錠｢30｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 辰巳化学 止血剤 9912中止

30 Tu LZ-030 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ30錠｢ﾀﾂﾐ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 辰巳化学 消炎酵素剤 96中止
30 Tu MT Tu MT-30 糖衣錠 白 無 ﾓﾝﾄﾎﾞﾛﾝ錠 塩酸ﾓｷｼｼﾘﾄ 30mg 辰巳化学 α 1遮断性脳循環改善剤 9905中止 960705収載
30 Tu-SP 30 Tu SP-30 30:Tu SP-30 裸錠 白 有 ｽﾊﾟｸﾘｯﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0906中止 0706商品名変

更(前:ｽﾊﾟｸﾘｯﾄ錠)
30 Tu ZS-030 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞｽﾝ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 辰巳化学 鎮痙･鎮痛剤 0803ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802

販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬) 070615収載(商品
名変更に伴い，前:ｾﾞｽﾝ

30 Tw B30 Tw.VB6-P-30
耳:Tw.VB6-P-30

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

30 Tw L30
30mg

裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤
収載(商品名変更に伴
い，前:塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30･

30 Tw.RTN30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾚｯﾃﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 東和薬品 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9310中止
30 Tw SN Tw.SN 30mg：30mg 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 東和薬品 抗Ca性循環増強剤 040709収載，品名変更に

伴う（前：ｾﾚｽﾅｯﾄ錠）
30 Tw:SO

30mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｿﾋﾟﾀﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 東和薬品 鎮痙四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩製剤

加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｿﾋﾟﾀﾑ錠)

30 n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0203中止 980710収載

30 YD 030 裸錠 白 有 ﾌｴﾙﾊｲｴ錠 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg 陽進堂 高血圧治療剤 9506中止 920710収載
30 ZB 30 裸錠 白 無 ｱﾃﾞﾛｷｼﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0102中止 9712ﾋｰﾄ記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
30 ZE 30mg 裸錠 白 無 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg

｢ZE｣
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 全星薬品工業 Ca拮抗剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏﾙﾑﾈﾝ)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

30 ｽﾀｰｼｽ 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 0606本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ
変更

30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg MED-
241

MED-241 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
MED｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青紫～赤紫 無 MSｺﾝﾁﾝ錠30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤 900601収載
30 KN 405 KN405 30mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾄﾐﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 小林化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｾﾙﾄ

ﾐﾄﾞ錠)
30 裸錠 薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ30mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 30mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
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30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか
に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ(0010迄)，旧本体
(0406迄) 921127収載 ﾋｰ
ﾄに｢1日1回服用｣の記載

31 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾝﾄｹﾞﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg ﾏﾙｺ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9606中止
31 Asahi ABT31 裸錠 淡褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ呉茱萸湯FCｴｷｽ

錠医療用
ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

31 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾝﾄｹﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg ﾏﾙｺ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9308中止
31 BF31 BF31 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白～淡黄/

乳白～淡黄
ﾌﾟﾛﾊﾙﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ製薬 排尿障害改善剤 9911中止

31 C-31A 10 C-31A･10 10:10 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

31 C-31A 20 C-31A･20 20:20 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

31 C-31A 30 C-31A･30 30:30 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

31 C-31C C-31C 500:500 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞｾﾗﾝ錠500μ g 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg(ﾋﾄﾞﾛｷ
ｿｺﾊﾞﾗﾐﾝとし
て)

中外製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0903中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞｾﾗ
ﾝ錠)

31 C-31F 5 FAD5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

黄 無 ﾌｧﾃﾞﾐﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

5mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0011中止

31 C-31F 15 FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

黄 無 ﾌｧﾃﾞﾐﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

15mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0011中止

31 裸錠 白 無 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
31 EE 31:10 EE31 10mg:10 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠10｢EMEC｣ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
080704収載

31 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ﾛﾝﾌﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-三笠製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1009中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

31 FJ 31 FJ31 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 1009販売会社変更(前:ﾜｲ
ｽ，武田薬品工業)，ｺｰﾄﾞ
変更

31 FN31A 糖衣錠 淡赤 無 ﾌﾅｺﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

31 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ﾛﾝﾌﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-三笠製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1009中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

31 IC 31 IC-31 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｲｾｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 大正薬品工業-ｲｾｲ，ｶｲ
ｹﾞﾝ，ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

31 JG 31 JG31 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾅｼﾛｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

0811ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:鶴原製
薬)

31 KC 31 KC31 25mg:25mg 糖衣錠 淡桃 無 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ錠25 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 25mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 0206ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9703ﾋｰﾄ変

31 KW031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｱｽﾋﾟｿﾞﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 共和薬品工業 消炎鎮痛剤 9205中止
31 MD 31A 糖衣錠 淡赤 無 ﾌﾅｺﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9508中止 9201変更(社名

変更の為)
31 MED 031：1 1mg：1mg 裸錠 白 有 ｶﾙﾄﾞﾅﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 050708収載

31 MK 31:0.5 MK31 0.5mg:0.5mg 裸錠 白 無 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠0.5｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

0.5mg 小林化工 血圧降下剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

31 MK 31:0.5 裸錠 白 無 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠0.5｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

0.5mg 小林化工-明治製菓 血圧降下剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

31 ｎ 031:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢日医 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日医工 食後過血糖改善剤 090515収載
31 NPC 31 NPC31 裸錠 白 無 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾆﾁﾆﾙｴｽ

ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
1mg，
0.035mg

ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ-富士製薬工
業，日本新薬

子宮内膜症に伴う月経困
難症治療剤

1002日本新薬のものﾋｰﾄ
若干変更 ﾋｰﾄ耳に富士
製薬は会社名ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ
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31 OG31 OG31 Otsuka 50mg:50mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚﾀｰﾙ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大塚製薬 抗血小板剤 1103中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾚ
ﾀｰﾙ錠50)

31 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｰﾌﾄｯﾌﾟ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 9508中止 920710収載
31 RM 31 RM31 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰﾛﾗｲﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ﾛｰﾏﾝ工業-高田製薬，日

本ｹﾐﾌｧ
酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生物質

050708収載

31 YD 860 SYT031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｻﾝﾅｯｸｽ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 三恵薬品・中北薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾝﾅｯｸｽ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加 陽進堂の
ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠25mgと本体

31 t 31 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾉｰﾄ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 持続性 高血圧・狭心症
治療剤

030704収載

31 T-31 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

31 T-31 10 TTS-281 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

31 T-31 15 15：T31-15 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

31 T-31 15 TTS-282 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

31 T-31 5 5：5 T31-5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

31 T-31 5 TTS-280 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

31 軟ｶﾌﾟｾﾙ（楕円
球）

淡黄 ｴﾊﾟｷｬｯﾌﾟｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
300mg

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

EPA製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾊﾟｷｬｯﾌﾟｿﾌﾄ
300)

31 TEISAN TKS31 裸錠 白 無 ﾌﾛｷﾞｽ錠0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

精神障害治療剤 9310中止

31 Tw 031:15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

31 TYK31 裸錠 淡黄白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 8812中止
31 U 031 UPJOHN 031 糖衣錠 白 無 ﾗﾎﾟｰﾙ ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟ

ｼﾞｮﾝ
鎮痛･抗炎症剤 9904中止 9609販売元社

名変更
31 裸錠 淡黄 無 ｳﾞｪﾛﾆｶ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
前立腺肥大症･癌治療剤 0812商品名変更(前:ｳﾞｪﾛ

ﾆｶ錠)，ﾋｰﾄ表25mg追加
31 ZE 31 ZE31 15mg 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠

15mg｢ZE｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

31 ZE 31 ZE31 ZBN:15mg 裸錠 白 有 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ZE｣
に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

31 裸錠 緑 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠1 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止 0212ﾋｰﾄ商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 0006ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

31 裸錠 青 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠10 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0112中止
31 裸錠 白 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止 0211ﾋｰﾄ商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 0003ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化等

31 裸錠 薄橙 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止
31 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/微黄

白
ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 20mg(ﾃﾞｭﾛｷ

ｾﾁﾝとして)
塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載
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32 裸錠 白 有 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
32 DS 032:2 DS 032 2mg:2mg 裸錠 白 無 ﾛﾅｾﾝ錠2mg ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 2mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 080418収載
32 FJ 32 FJ32:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
5mg 富士製薬工業 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 0609ｺｰﾄﾞ変更，本体ｺｰﾄﾞ

追加
32 HZ32T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ人参湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
32 IC 32 IC-32 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｲｾｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 大正薬品工業-ｲｾｲ，ｶｲ

ｹﾞﾝ，ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ
ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

32 ZE 111 ZE111 IT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠100 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1010中止 1001沢井製薬
中止 050708収載

32 KC 32 KC32 20μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｻｲﾘﾝ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 科研製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

0112ﾋｰﾄ変更，商品名記
載 9703ﾋｰﾄ変更(TPC20

32 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/白 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 興和新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0111中止 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ
錠と本体ｺｰﾄﾞ同じ

32 裸錠 白 無 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 興和新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0111中止 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ
ｶﾌﾟｾﾙと本体ｺｰﾄﾞ同じ

32 KWP 32 KWP-32 裸錠 淡橙 有 ｳﾚﾄﾛﾝ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 利尿剤 9103中止
32 MED 032：2 2mg：2mg 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾄﾞﾅﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 050708収載

32 MK 32:4 MK32 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠4｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

4mg 小林化工 血圧降下剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

32 MK 32:4 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠4｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

4mg 小林化工-明治製菓 血圧降下剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

32 MSD：32 裸錠 白 無 ｽﾄﾛﾒｸﾄｰﾙ錠3mg ｲﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝ 3mg MSD-ﾏﾙﾎ 駆虫剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:万有

32 n 032 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

080704収載

32 OG 32 60mg：Otsuka OG32 裸錠 淡黄白 有 ｱｰｷﾝZ錠60 ﾍﾞｽﾅﾘﾉﾝ 60mg 大塚製薬 経口強心薬 0904頃中止
32 1 OI OI32:1mg 裸錠 白 無 ﾛﾌﾚｵﾝ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9902中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

32 SYT032 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝﾚﾊﾞｰ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 三恵薬品 鎮痙剤 0401中止
32 t 32 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾃﾉｰﾄ錠20 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 持続性 高血圧・狭心症

治療剤
030704収載

32 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-沢井製薬 免疫抑制剤 060707収載

32 TSU032 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｱﾏﾄﾞﾘﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 鶴原製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
32 Tw 032:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg

｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

32 TYK32 糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｼﾞﾛﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大正薬品工業 強心配糖体製剤 9303中止
32 YD032 裸錠 白 有 ﾊﾞﾝﾌﾞﾛｱﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞﾝﾌﾞﾛｱﾝ錠)
32 ZE 32 裸錠 白 有 ｱﾑｾﾞﾝﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 全星薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0806ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠

30mg｢ZE｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ

32 ZE 32 ZE32 30mg 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ZE｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 全星薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｱﾑｾﾞ
ﾝﾄ錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

32 ZP 32 ZP32:75mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾏｯｸD錠75 ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 0806本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
追加 060707収載

32 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
32 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9911中止 9009変更
32 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/微黄

白
ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 30mg(ﾃﾞｭﾛｷ

ｾﾁﾝとして)
塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

33 裸錠 橙黄 無 ｱｰﾂｪｰ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 血管強化･止血剤 0906製造販売元変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

33 裸錠 橙黄 有 ｱｰﾂｪｰ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 血管強化･止血剤 0906製造販売元変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

33 裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載
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33 CMX 033 CMX033:CMX033 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｲﾀｼﾞﾝ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ｹﾐｯｸｽ H2受容体拮抗剤 0803中止

33 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾊﾟﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 抗血小板剤 0606頃中止 9805ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

33 DS 033:4 DS 033 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾛﾅｾﾝ錠4mg ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 4mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 080418収載
33 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄澄明 ｴﾅｾﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸製剤 0604頃中止 0212ﾋｰﾄ変

更 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

33 F 33 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｫﾘﾒｼﾞﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 鶴原製薬 消化管運動改善剤 101119収載
33 FJ 33 FJ33:25mg 裸錠 白又は微黄 無 ｴﾌﾐﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 富士製薬工業-科研製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾌﾐﾝ錠)
33 FN FN33B 裸錠 橙 無 ｹｰﾗｲﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ

ﾀﾞｳ)
血管強化･止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

33 JG 33 JG33 2.5:2.5 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

33 KC33:KC33 糖衣錠(楕円
形)

茶褐 無 ﾌﾟﾛﾍﾊﾟｰﾙ配合錠 科研製薬 肝臓加水分解物製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾍﾊﾟｰﾙ錠)

33 MD MD 33B 裸錠 橙 無 ｹｰﾗｲﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 血管強化･止血剤 9507中止 9201変更(社名
変更の為)

33 MK 33 MK33 20mg:20mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20｢MEEK｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 高脂血症治療剤

090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

33 MK 33 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20｢MEEK｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 小林化工-明治製菓 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 高脂血症治療剤

090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

33 ｎ 033:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢日医
工｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日医工 食後過血糖改善剤 090515収載

33 NCP 33D 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

33 NCP 33E:100 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

33 NS 33 NS33 糖衣錠 白 無 ﾆﾁﾌｧｰｹﾞﾝ配合錠 日新製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性肝疾患治療
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁﾌｧｰｹﾞﾝ
錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 07
頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除

33 OG 33 OG33 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺｽﾀ錠100 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大塚製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0905迄)
33 2 OI OI33:2mg 裸錠 白 有 ﾛﾌﾚｵﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0209中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

33 SYT033 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50｢三恵｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 三恵薬品 脳血流促進剤 9904中止
33 t 33 裸錠 白 無 ｱﾙｾﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
030704収載

33 TYK33 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

33 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・沢井製薬 免疫抑制剤 050708収載
33 TKS 33 SG100:TKS33 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｰｸﾞﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 精神･情動安定剤 0307中止 0110販売元変

更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)
33 Tw 033:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠0.25mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg(無水

物として)
東和薬品 持続性ACE阻害剤 100528収載

33 YD 033 裸錠 白 有 ﾌｴﾙﾊｲｴ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 陽進堂 高血圧治療剤 9506中止 920710収載
33 ZE33 ZBR ZE33 ZBR:45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 全星薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載
34 034 TSU034 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾄﾌﾟﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤
34 裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

34 CX34 20 CX34 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾐｶﾞｽﾁﾝ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｹﾐｯｸｽ H2受容体拮抗剤 中止
34 EKT-34 裸錠 淡黄褐～淡

褐
無 ｸﾗｼｴ白虎加人参湯ｴｷｽ

錠
大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ白虎加人参
湯ｴｷｽ錠)，社名変更に

34 JG E34 JG E34 5:5 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

34 KC34 裸錠 白又は類白 無 ｺﾝﾄﾞﾛﾝS錠 ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 400mg 科研製薬 ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸製剤 0009中止 9703変更
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34 KTB 34 KTB34 錠剤 淡青 有 ﾏｰｽﾞﾚﾝ配合錠0.5ES ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳ
ﾑ，L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ

1mg、330mg 寿製薬・ｾﾞﾘｱ新薬工業 胃炎･潰瘍治療剤 080704収載

34 KWP 34 KWP-34 125 裸錠 白 無 ﾄﾗｰﾑ ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 筋弛緩剤 9206中止
34 n 034 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg

｢日医工｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤（SNRI）
1003本体割線追加，色変
更(前:白) 080704収載

34 3 OI OI34:3mg 裸錠 白 有 ﾛﾌﾚｵﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0209中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

34 SS 034 裸錠 白 有 ｱﾝｼﾞﾄﾝ10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｴｽｴｽ製薬 不整脈･狭心症治療剤 9005中止
34 SYT034 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾂｺｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 三恵薬品 冠血管拡張剤 0303中止
34 t 34 裸錠 微紅 有 ｱﾙｾﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
030704収載

34 TYK34 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

34 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・沢井製薬 免疫抑制剤 050708収載
34 Tw 034:15 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 1004ｺｰﾄﾞ変更，本体ｺｰﾄﾞ
追加

34 YD 034 裸錠 淡橙 有 ﾌｴﾙﾊｲｴ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 陽進堂 高血圧治療剤 9506中止 920710収載
34 ZE 34:1 ZE34 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ZE｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 全星薬品工業-全星薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

34 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠5mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾃﾞｨｰﾙ錠5)
0201ﾋｰﾄ変更

34 裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ錠｢ﾀﾞ
ｲｺｰ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0609中止 9009変更

35 A35 TSU029 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾈﾐｰﾙ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 鶴原製薬 持続性心選択性β 1遮断
剤

0806商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ﾐｰﾙ錠)

35 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

35 DS 035:8 DS 035 8mg:8mg 裸錠 白 有 ﾛﾅｾﾝ錠8mg ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 8mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 100423収載
35 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
35 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載
35 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9712ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
35 FJ 35 FJ35 裸錠 白 無 ﾋﾞﾎｰﾌﾟA錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1mg，0.05mg 富士製薬工業 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 1101中止 0804ｺｰﾄﾞ変更
35 HT 35M HT35M 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀｼﾊﾞｰﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 堀田薬品合成 消化管運動改善剤 中止 960705収載
35 JG 35 JG35 250:250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢JG｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病

治療剤
081107収載

35 JG E35 JG E35 10:10 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

35 KWP 35 KWP-35 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾝﾄﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(9508まで) 900713
収載

35 M 035 M035 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 080201収載(商品名変
更，前:ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠
125mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

35 MK 35 MK35 2.5mg:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠2.5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

35 MK 35 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠2.5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

35 ｎ 035 裸錠 微黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢日医工｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日医工 睡眠障害改善剤 070706収載
35 SJ 35 SJ35 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾝﾄﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業-科研製薬 抗血小板剤 9807中止 9611製造承継

(幸和製薬から) 9604社
名変更

35 SS 035 裸錠 白 有 ｱﾝｼﾞﾄﾝ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ｴｽｴｽ製薬 不整脈･狭心症治療剤 9005中止
35 SYT 035 SYT035 耳:DILAZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞｱｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 三恵薬品 冠血管拡張剤 中止 900713収載
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35 t 35 裸錠 帯黄白 有 ｱﾙｼﾞｷｻｰﾙ錠5 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載
35 TYK35 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

75mg｢興和ﾃﾊﾞ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

35 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・興和ﾃﾊﾞ 末梢循環･脂質代謝改善
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)
ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵとｺｰﾄﾞ異な

35 TJN:35 裸錠(楕円形) 白 無 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

35mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

帝人ﾌｧｰﾏ 骨粗鬆症治療剤 060915収載

35 Tw 035:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 1004ｺｰﾄﾞ変更，本体ｺｰﾄﾞ
追加

35 YD 035 裸錠 黄 有 ﾃﾞﾙﾊﾟﾝﾄ錠 陽進堂 複合ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸製剤 0204中止 9212製造元変
更

35 ZE 35:3 ZE35 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ZE｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 全星薬品工業-全星薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

35 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10 ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 旧ｺｰﾄﾞ(0208迄) 960906
収載 PTPｼｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

35 糖衣錠 淡青 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 94中止 9009変更
36 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802

販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

36 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9108まで)
36 PT F36 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 95ﾋｰﾄ

裏商品名記載
36 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9702ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
36 MY 36 MY36 MY36 裸錠 白～淡黄白 有 ｹﾙｶﾞｰ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
前田薬品工業-日医工 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 0807販売元変更(前:ﾃｲｺ

ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 060707収載
36 NS 36 NS386 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｬﾙﾏｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1005迄) 0802

販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

36 NS 36 NS36 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｬﾙﾏｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 第一三共ｴｽﾌｧ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 1010製造販売元変更(前:
日新製薬)，ﾏｲﾗﾝ製薬中

36 OI36 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ｢OK｣ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 大蔵製薬 解熱･鎮痛･消炎剤 0206中止 裏商品名記載
36 t 36 裸錠 微黄白～帯

黄白
有 ｱﾙｼﾞｷｻｰﾙ錠10 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載

36 軟ｶﾌﾟｾﾙ（楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
TC｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

090515収載

37 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0909商品名変更(前:ｿﾞﾋﾞ
ｽﾀｯﾄ錠200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

37 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

37 CMX037 10 CMX037 10:10 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾘﾘﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｹﾐｯｸｽ HMG－CoA還元酵素阻
害剤，高脂血症治療剤

030704収載

37 MK 37:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 小林化工-明治製菓 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

37 MK 37:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 小林化工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

37 ｎ 037 裸錠 淡黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢日医工｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日医工 睡眠障害改善剤 080704収載
37 SW 037 SW 037 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ0.5mg追加 98ﾋｰﾄ

裏記号(SW-ME0.5)削除
37 ｔ 37 裸錠 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠2.5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0404販売
37 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ

ﾙ300mg｢TC｣
ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

37 TYK37 糖衣錠 淡青緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠(TYK) ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 大正薬品工業 不整脈治療剤 9210中止
37 YD 037 裸錠 黄 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠｢陽進｣10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 陽進堂 催眠鎮静剤 9810中止 921211収載
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37.5 DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大洋薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名（061208迄)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)，商品名変
更に伴い(新:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸＬ
ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg)

37.5 ｱﾙﾀｯﾄ37.5 TZ351 TZ351 37.5：37.5mg
TZ351

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg あすか製薬 H2受容体拮抗剤 0510本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 0208ヒート裏変更
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

37.5 NMB 633 NMB633:NMB633 37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
37.5 37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝR37.5｢ｻﾄｳ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 佐藤薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 中止（時期不明）
37.5 SV-TP ZE23 ZE23 SVSR:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0901迄)

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟ
ｾﾙ)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

37.5 ZE23  ZE23 ZE23 SVSR:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0901本体ｺｰﾄﾞ変更
37.5 DF-L 164 37.5mg [ｼｵﾉ会社ﾏｰ

ｸ]
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 徐放性鎮痛･抗炎症剤 9806ｴﾑｴﾌから承継，承

継後製造実績なく薬価削
37.5 MK 01 MK01 37.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg

｢MEEK｣
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 050520

治製菓とﾋｰﾄ異なる
37.5 MK 01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg

｢MEEK｣
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工-明治製菓 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 小林化工
とﾋｰﾄ異なる

37.5 OH-118 OH-118 37.5mg:OH-118
37.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑSRｶﾌﾟｾ
ﾙ37.5mg｢ｵｰﾊﾗ｣

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大原薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾄﾛﾝｸﾞｺｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙSR)

37.5 OH-118 OH-118 37.5mg:OH-118
37.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾄﾛﾝｸﾞｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙSR ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大原薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名(081219ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ
ﾅﾄﾘｳﾑSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg
「ｵｰﾊﾗ｣に変更)

37.5 Tw404
37.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾚﾙﾓﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 東和薬品 徐放性鎮痛･抗炎症剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ｿﾚﾙﾓﾝSRｶﾌﾟｾﾙ)

37.5 DK345 DK345 37.5mg:DK345
37.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞｲｽﾊﾟｽSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0810ﾋｰﾄ若干変更
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｽﾊﾟｽSRｶ

37.5 OH-343 OH-343 OH-343 37.5mg：37.5 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｻﾁｶﾌﾟｾﾙ37.5 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 大原薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 050708収載

37.5 Tw431  Tw431
mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｾﾀｰﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 081107収載

37.5 KN 240 KN240 37.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ錠
37.5「KN」

塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 050708収載

37.5 DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大洋薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸLｶ

37.5 IND-37.5 IND TP-37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝTP37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9203中止
37.5 IN:IN114SV37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙSV37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9410中止
37.5 ﾛｷﾀｯﾄ 37.5mg SW-414 SW-414 37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 081107収載
37.5 37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 大日本住友製薬 鎮痛･解熱･抗炎症剤 020705収載(商品名変更

前:ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP)，商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

38 38AV 38AV 300mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 0610販売元変更(前：ｱｽﾃ
ﾗｽ製薬) 0602ｺｰﾄﾞ変更，
小型化に伴い

38 C38 C38 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾐｶﾞｽﾁﾝ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｹﾐｯｸｽ H2受容体拮抗剤 中止
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38 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0909商品名変更(前:ｿﾞﾋﾞ
ｽﾀｯﾄ錠400)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

38 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 010706収載 ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

38 HD-038 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾙﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 菱山製薬 EPA製剤 0010中止 980710収載

38 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠125mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg ﾜｲｽ-日本ﾍｷｻﾙ 結核化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0405迄) 0312社
名変更 0310販売元変更
010907収載(商品名の変
更 前:ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠)

38 MK 38:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 小林化工-明治製菓 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

38 MK 38:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 小林化工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

38 n 038 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

38 SW 038 SW-038 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠1 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-ME1)削除 920710収
載

38 ｔ 38 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠1mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0404販売
38 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ

ﾙ600mg｢TC｣
ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 600mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

38 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

38 YD038 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 陽進堂 精神神経安定剤 0910中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘ
ﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠)

39 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾙｻﾞｲﾑ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消炎酵素剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｲﾙｻﾞｲﾑ錠)

39 Asahi ABT39 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ苓桂朮甘湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

39 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ｲﾙｻﾞｲﾑ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消炎酵素剤 1102自为回収 0906製造
販売元社名変更，合併に
伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

39 C-39A 250 C-39A・250：250 裸錠 白 無 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
39 C-39A 250 C-39A・250：250 裸錠 白 無 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
39 C-39A 500 C-39A・500：500 裸錠 白 有 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠500mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
39 C-39B 250 C-39B・250 250：250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾅｼﾞｪﾙ錠250mg 塩酸ｾﾍﾞﾗﾏｰ 250mg 中外製薬 高ﾘﾝ血症治療剤（ﾘﾝ結合

性ﾎﾟﾘﾏｰ）
030401収載

39 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲﾀﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
990709収載

39 FJ 39 FJ39 500mg:500mg 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢F｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 富士製薬工業･ﾐﾔﾘｻﾝ製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載

39 HD 039 HD:HD-039 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾘｯｻｰ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 筋緊張改善剤 旧品名(0508迄)，品名変
更に伴い(新：ｴﾍﾟﾘｯｻｰ錠
50mg)

39 HD 039 HD-039 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾘｯｻｰ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 筋緊張改善剤 0508商品名変更(前：ｴﾍﾟ
ﾘｯｻｰ錠)，ﾋｰﾄ変更

39 HT39M HT39M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50HT ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 堀田薬品合成 胃潰瘍治療剤 99中止 990709収載
39 裸錠 白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興和新薬 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9704ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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39 裸錠 白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興和 高尿酸血症治療剤 0711中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ｱﾛ
ﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠) 0310本体
ｺｰﾄﾞ記載

39 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg ﾜｲｽ－日本ﾍｷｻﾙ 結核化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0405迄) 0312社
名変更 0310販売元変更
010907収載(商品名の変
更 前:ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠)

39 n 039:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

39 t 39 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1011ﾋｰﾄ若干変更

39 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ900mg｢TC｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

39 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

39 YD 039 裸錠 極薄紅 有 ﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 陽進堂･ｱｲﾛﾑ製薬，ﾃｲｶ
製薬，摩耶堂製薬，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

鎮痛･抗炎症･解熱剤 日医工のﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠(ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰﾄﾞ
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

39 YD 039 裸錠 微紅 有 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日本医薬品工業 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 陽進堂
のﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg(ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

39 裸錠 白 有 ﾒｿﾞｶﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 大興製薬 鎮咳剤 9008中止
40 ACCOLATE 40 ACCOLATE40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｺﾚｰﾄ錠40mg ｻﾞﾌｨﾙﾙｶｽﾄ 40mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤/

気管支喘息治療剤
1010中止 0211ﾋｰﾄ変更
0201ﾋｰﾄ変更 010202収

40 μ ｇ:40μ ｇ 裸錠 白～灰白 有 ｱﾄｯｸ錠40μ g ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ 40μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 気管支拡張剤 0504社名変更(合併)
40 40 KW030 KW030 40:KW030 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤

>KW) 000707再収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

40 KN 207 KN207 40mg 裸錠 白 無 ｱﾝﾌﾗﾏｲﾄﾞ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 小林化工 利尿･降圧剤 0603中止 0011本体ｺｰﾄﾞ
追加 96ｺｰﾄﾞ化

40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄緑 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠40mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 40mg（無水
物として）

塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩
酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠

030606収載

40 DSC 333:40 333 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠40mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 5mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

100423収載

40 Tw GST Tw.GST 40:40 裸錠 白 無 ｶﾞｽｻｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 東和薬品 消化器内ｶﾞｽ駆除剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞｽｻｰﾙ)
9904再販売，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 95中止

40 C N 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，日医工

経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 040709収
載，品名変更に伴い（前：
ｸﾗｳﾅｰﾄ錠）

40 NP 152:40 NP-152 40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠40mg｢NP｣ ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

060707収載

40 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本住友製薬 経口血糖降下剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠）

40 KN 325 KN325 40mg:40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐﾗﾝ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 経口血糖降下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘﾐﾗﾝ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

40 KN 325 KN325 40mg:40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐﾗﾝ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 経口血糖降下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘﾐﾗﾝ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)
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40 SW 236 SW-236 40mg：40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾀﾐｰﾙ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

経口血糖降下剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙﾀﾐｰﾙ錠)
03頃ﾋｰﾄ変更

40 CMX023 CMX023 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾆｶﾙﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｹﾐｯｸｽ 持続性Ca拮抗剤 0803中止 980710収載
40 裸錠 白 無 ｹﾞﾙｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大洋薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 0211中止 9907本体変更

裏一般名記載
40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡黄褐 ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0206ﾋｰﾄ変更

40 n 079 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠40 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧・狭心症治療剤)

050708収載

40 裸錠 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟｶｰﾙ錠 ﾄﾚﾋﾟﾌﾞﾄﾝ 40mg ﾜｲｽ 膵･胆道疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504迄)，承継(大
原薬品工業へ)に伴い

40 OH 251 OH-251 40mg：40mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟｶｰﾙ錠40mg ﾄﾚﾋﾟﾌﾞﾄﾝ 40mg 大原薬品工業 膵･胆道疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾊﾟｶｰﾙ錠)

40 40 DK406 DK406:DK406 40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾊﾟｼﾞﾋﾟﾝLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0212中止 000707収載
40 223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞﾛﾊﾟｺｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β 受容体遮断剤 02頃中止 9803ﾋｰﾄ変更
40 BMS 622 BMS622 40mg:40mg 裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ型) 微青 有 ｿﾀｺｰﾙ錠40mg 塩酸ｿﾀﾛｰﾙ 40mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 不整脈治療剤 0301ﾋｰﾄ変更 0104ﾋｰﾄ変

更，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
981127収載

40 N V:133 40mg：40mg NV133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠40mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0209ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

40 N V:133 40mg：40mg NV133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠40mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0209ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

40 Tw 255：40 Tw255 40mg：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄCR錠40mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 東和薬品 持続性Ca拮抗薬-高血
圧・狭心症治療剤-

050708収載

40 NT 254 NT-254 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠40mg｢NT｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤／高血
圧･狭心症治療剤

080704収載

40 PH208：40mg 裸錠 白 無 ﾊﾛｯﾌﾟ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 胃腸内ｶﾞｽ除去剤 0505中止
40 PH 302 PH302：40mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾙﾘﾝﾄﾞ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ｽﾙﾎﾆﾙ尿素系血糖降下 0609中止 940708収載
40 Tw 229 Tw229 40μ g：40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾌﾟﾛｽﾅｰ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 東和薬品 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体製剤
030704収載

40 F M 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0512
商品名変更(前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠
｢ﾅｶﾉ｣) 0209ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ

40 NP 213:40 40mg:NP-213 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 利尿降圧剤 1007ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
表→裏等) 060707収載

40 PH 210 PH210：40mg 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ﾐﾀ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

利尿降圧剤 1007中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾛｾ
ﾐﾄﾞ錠｢ﾐﾀ｣)

40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/肌 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg｢
日医工｣

ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日医工 膵胆道･尿路系鎮痙剤 1010中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾚﾝ
ﾌﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ)

40 糖衣錠 白 無 ﾌﾛﾍﾞﾝ錠40 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 科研製薬 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾛﾍﾞﾝ) 9702
ﾋｰﾄ変更(TFP削除)

40 n 750 μ g:40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 日医工 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

040709収載

40 TYK211:TYK211 40 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大正薬品工業・三和化学
研究所

経口血糖降下剤 0711三和化学中止 0710
大正薬品工業中止
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠)

40 YD 663：40 YD663：40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗﾄﾞﾙﾘﾝ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

040709収載
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40 JG E25 JG E25 40 糖衣錠 淡黄 無 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢
JG｣

塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ Ca拮抗性不整脈治療
剤，虚血性心疾患治療剤

101119収載

40 325 糖衣錠 淡黄 無 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｼﾄｰﾙ錠)

40 40mg 糖衣錠 淡黄 無 ﾎﾙﾐﾄｰﾙ錠40mg 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 寿製薬 虚血性心疾患治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾙﾐﾄｰﾙ錠)

40 TSU683 40mg:40mg 糖衣錠 黄 無 ﾏｺﾞﾁﾛﾝ錠40mg 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 鶴原製薬 虚血性心疾患・不整脈治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｺﾞﾁﾛﾝ)

40 51H:40mg 硬カプセル 淡黄/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載

40 錠剤 白～微黄 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

40 SW 435 SW-435 40mg：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞﾋﾟﾝ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MDP40)削除
900713収載

40 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9710ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

40 325 糖衣錠 淡黄 無 ﾗﾊﾞﾃﾗﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9807中止 9712ﾋｰﾄ変更
40 NS 318 NS318 40：40mg 裸錠 白 有 ﾙｲﾒﾆｱ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 日新製薬 経口血糖降下剤 0809ﾋｰﾄ表NS318追加等

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙｲﾒﾆｱ錠)

40 325 糖衣錠 淡黄 無 ﾛｼﾄｰﾙ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧品名(080620ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ
塩酸塩錠40mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

40 CG 117 40mg：40mg CG117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 03頃ﾋｰﾄ変更，表LOP40
削除等

40 糖衣錠 黄緑 無 ﾜｿﾗﾝ錠40mg 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴｰｻﾞｲ・ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 冠血管拡張剤 0702ﾋｰﾄ表40mg追加，商
品名変更に伴い 061208
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾜｿﾗﾝ錠) 0207ﾋｰﾄ

40 Asahi ABT40 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ猪苓湯FCｴｷｽ錠
医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

40 μ g 裸錠 白～灰白 有 ｱﾄｯｸ錠40μ g ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ 40μ g 山之内製薬 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9708ﾋｰﾄ
裏変更

40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤褐 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠40mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0906錠剤小型化 0108ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載，
記号(AO40)削除

40 BR 40 μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)
030704収載

40 BR 40 μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

40 C-14A 40 C-14A・40：40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌｪﾆｰﾙ錠40mg ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ 40mg 中外製薬 慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 0212ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 0103ﾋｰﾄ表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9707ﾋｰﾄ
記号(CAR40)削除

40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾛｽ錠 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 日清製薬 消炎鎮痛剤 9004中止
40 裸錠 白 無 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ錠100mg｢CH｣ ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
血行改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｸﾞﾘﾝ錠)，ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ変更

40 裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬 血行改善剤 旧品名(090925ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ
錠100mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

40 SWNF CR40 SW-NF CR40:40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠40mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

060707収載

40 CRC040 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/帯黄白 ｸﾗﾃﾙﾂｶﾌﾟｾﾙ ｸﾗﾃｸﾞｽｴｷｽ 40mg 同仁医薬化工 心不全治療剤 9901中止
40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡黄褐 ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0206ﾋｰﾄ変更
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40 DGC040 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/紅 ﾄﾞﾉﾎﾟﾝGｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 同仁医薬化工 膵･胆道系鎮痙剤 中止
40 DLI DLI:40 DLI40 40mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更

前：ﾗｼｯｸｽ錠） 0210ﾋｰﾄ
40ｍｇ追加

40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/乳白 ﾄﾞｸﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg わかもと製薬 上腹部不快症状改善剤 9104中止
40 M414 DP-40 裸錠 白 有 ﾃﾞﾋﾟｯｸｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 模範薬品研究所 利尿降圧剤 9104中止
40 糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9702ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
40 HOE-SXS  EU-40  HOE-

SXS  EU-40
HOE-SXS EU-40 40mg：
40mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｵｲﾃﾝｼﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 降圧剤(持効性ﾌﾛｾﾐﾄﾞ) 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｲﾃﾝｼﾝ)

40 FJ 40 FJ40 裸錠 白 無 ﾊｲｾﾁﾝ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗生物質製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲｾﾁﾝ腟錠)
0708本体，ﾋｰﾄ記号追加

40 F M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 利尿降圧剤 1004裸錠→ﾌｨﾙﾑｺｰﾄに
変更，ﾋｰﾄ表40追加 0702
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

40 糖衣錠 薄橙 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠40mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 40mg 第一三共 統合失調症治療剤 1004よりﾊﾞﾗ包装のみ
40 YD 003 FV40 裸錠 橙黄 無 ﾌｧﾄﾞﾋﾞﾀﾝ40 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 95中止
40 裸錠 橙黄 有 ﾘﾊﾞﾄﾛﾝ錠40 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 91中止
40 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
40 裸錠 白 無 ｶﾞｽｺﾝ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ｷｯｾｲ薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤

加)
40 裸錠 黄～淡褐黄 有 ﾊｲﾎﾞﾝ錠40mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾊｲﾎﾞﾝ錠

40 HZ40T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ猪苓湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
40 IC-507:40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾈﾘﾝｸﾞ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ｲｾｲ β ﾌﾞﾛｯｶｰ 1005中止 9702ﾋｰﾄ表変
40 KC 40:1 KC40 1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢科研｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾊﾟﾗﾌｪﾉﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ 興和新薬 前立腺障害改善剤 9705中止
40 40 KW030 KW030 40:KW030 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 9607中止 940708収載
40

SAL
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品
持続性Ca拮抗剤 0203中止 970908販売

40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA40mg)

40 LA 40 NDT L40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｶｼﾞﾙｽL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 040709収載
40 CG 117 LOP40:CG 117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9801ﾋｰﾄ

裏変更(LOP40削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

40 MPI 218 MPI218:40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｺﾃﾞｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続型Ca拮抗性降圧剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｺﾃﾞｰﾙLA40)

40 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

40 ｎ 040:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

40 LA 40 NDT L40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｶｼﾞﾙｽL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 040709収載
40 ZE 103 ZE103 NFL40：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠40 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 全星薬品工業･三和化学

研究所，沢井製薬
持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

040709収載

40 NK 7104:40 NK7104 40:NK7104 40
NK 7104

裸錠 白 無 ﾌｪｱｽﾄﾝ錠40 ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ 40mg(ﾄﾚﾐﾌｪ
ﾝとして)

日本化薬 乳癌治療剤 950526収載

40 NL 40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
960705収載

40 NL 40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

40 OP 40 OP212SV40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9603中止
40 PCT40mg 二層裸錠 薄橙と白 無 ﾍﾟｸﾄﾚｯｸｽ錠 四硝酸ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙ 40mg 塩野義製薬 血管拡張･抗狭心症剤 9402中止 8807変更
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40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ
LA40mg)

40 PJ LA40 HYZ04 HYZ04 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙｼﾞﾉｰﾊﾞLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 持続性Ca拮抗剤 0404中止 980710収載
40 TYK232 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売

9903中止
40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
40 FPF-864 耳:PRT-40 糖衣錠 淡青緑 無 P.R.T-40｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 40mg 藤本製薬 肝疾患改善剤 9012中止
40 PTD L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販

売に伴い） 98本体変更
40 PTD L40 PTD L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾁﾃﾞｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで)
40 RD 裸錠 白 有 ﾗｼﾞｱﾐﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本ﾍｷｻﾙ 利尿降圧剤 0205中止 0007販売 日本

新薬から承継
40 RDS L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収

載
40 RDS L40 RDS L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 97中止 950707収載
40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9707
ﾋｰﾄ裏変更

40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9906中止 920710収載

40 SW-040:SW-SR 糖衣錠 白 無 ｾﾙﾒｰﾄ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 沢井製薬 抗不安剤 9409中止
40 SW-692:SW-FC40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｻｺｰﾙ40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 92中止
40 SW 435 SW-435 40mg：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞﾋﾟﾝ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
03頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MDP40)削除
900713収載

40 SW TMF:40 SW-TMF 裸錠 白 有 ﾄﾚﾐﾌｪﾝ錠40mg｢ｻﾜｲ｣ ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ 40mg(ﾄﾚﾐﾌｪ
ﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

乳癌治療剤 060707収載

40 Sc 275 Sc275 TAB40：40mg 裸錠 白 有 ﾀﾋﾞﾛﾝ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 三和化学研究所 利尿降圧剤 1005中止
40 C N 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 経口血糖降下剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
40 TKS40 TKS40 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾚﾐﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 自律神経用剤 0306中止 0110販売元変

更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)
980710収載

40 CG 109 40mg:CG109 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗｻｺｰﾙ錠40mg 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ β -受容体遮断剤 040709収載，ﾋｰﾄ変更，
品名変更に伴い（前：ﾄﾗｻ
ｺｰﾙ錠）

40 TSU226 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺｺﾅﾘﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 鶴原製薬 β 遮断剤 0901中止
40 Tu GS･040 Tu GS･040 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/乳白 ｶﾞｽﾃﾉﾝ40ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 辰巳化学 膵･胆道系鎮痙剤 96中止
40 Tu KH-040 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾊｯﾄ錠｢40｣ 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 辰巳化学 狭心症･不整脈治療剤 0908中止
40 Tw DG 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 東和薬品 経口血糖降下剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠)
9304変更(ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊ
ｲﾑより承継)

40 Tw:SP 40 Tw.SP40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾌﾟｾﾛﾝ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

920710収載

40 40mg 裸錠 白 無 ﾅｲｽﾀｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 1010中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ﾅｲｽ
ﾀｰﾙ錠)

40 MO201 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
40 223 ZPC-40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞﾛﾊﾟｺｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 95本体

刻印，ﾋｰﾄ変更
40 裸錠 黄～橙黄 無 ﾌﾞﾛﾆｶ錠40 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 40mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗

剤(気管支喘息治療剤)
951124収載

41 Asahi ABT41 裸錠 黄褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ補中益気湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

41 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
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41 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙR錠3mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 3mg ｴｰｻﾞｲ α 1遮断降圧剤 9505ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

41 FJ41 50 FJ41 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢F｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

41 KC 41:3 KC41 3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢科研｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

41 KTB 41 KTB-41:CAM 0.25 裸錠 青 有 ｶﾑﾘﾄﾝ0.25mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 寿製薬 睡眠導入剤 920710収載
41 KWP-41 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾒﾄﾌﾟﾗｲﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 血圧降下剤 9309中止
41 MCI 041 MCI041 150mg 裸錠 白 無 ﾛﾒｯﾄ錠150mg ﾚﾋﾟﾘﾅｽﾄ 150mg 田辺三菱製薬 気管支喘息基礎治療剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾛﾒｯﾄ)

41 ｎ 041:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

41 NMB 41 NMB41:NMB41 0.5mg 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 万有製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
41 NMB 41 0.5 NMB41：0.5 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg MSD 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)，製

造販売元変更に伴い(新:
日医工) 1010社名変更
(統合に伴い，前:万有製

41 NMB 41 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

41 NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
41 NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

41 NR 41:0.25 NR・41/0.25:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 0801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
41 NS 41 NS401：1mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾙｽﾀﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802中止 0606商品名変

更(前:ﾍﾞﾙｽﾀﾁﾝ錠) 0210
本体ｺｰﾄﾞ化

41 SW-041:SW-DC 糖衣錠 橙 無 ﾀﾞｸﾁﾚｰﾄ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 沢井製薬 鎮痙剤 89中止
41 t 41

10mg：10mg
裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

41 U 041 25:UPJOHN 041 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg ﾌｧﾙﾏｼｱ 抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9609社
名変更 9501ﾋｰﾄ表記載
9312変更

41 U 041 25：25mg U041 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗うつ剤 0304社名変更（統合に伴
い） 0303ﾋｰﾄ変更

41 YD 041 糖衣錠 赤 無 ﾖｳｺﾊﾞ1号 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 1mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0102中止
42 FJ42 100 FJ42 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢F｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ

ﾑﾌｧｰﾏ
5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

42 JD-042 糖衣錠 黄 無 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ錠50mg｢
JD｣

塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ 50mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 止瀉･整腸剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ
錠)

42 JG E42 JG E42 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
JG｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

42 KTB 42 15mg KTB42:15mg 裸錠 白 有 ｺﾄﾌﾞﾛｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 寿製薬 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾄﾌﾞﾛｰﾙ錠)

42 ｎ 042:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

42 NMB 42 NMB42:NMB42 25mg 裸錠 桃 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞ錠25mg ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 万有製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
42 NMB 42 NMB42：25mg 裸錠 桃 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞ錠25mg ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 万有製薬 降圧利尿剤 1001中止 0602ﾋｰﾄ変更
42 SW-042:SW-PL 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾊﾟｰﾙ ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 沢井製薬 消化器機能異常治療剤 92中止
42 t 42

20mg：20mg
裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

42 U 042 50:UPJOHN 042 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg ﾌｧﾙﾏｼｱ 抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄） 9609社
名変更 9501ﾋｰﾄ表記載
9312変更

42 U 042 50：50mg U042 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗うつ剤 0304社名変更（統合に伴
い） 0301ﾋｰﾄ変更
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42 YD 042 糖衣錠 赤 無 ﾖｳｺﾊﾞ2号 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 95中止
43 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢

CH｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

43 DK 043 DK043 裸錠 白 有 ﾒｷﾀﾐﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ﾀﾞｲﾄ-わかもと製薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 1009日医工中止 081219
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒｷﾀﾐﾝ錠)

43 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙR錠6mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 6mg ｴｰｻﾞｲ α 1遮断降圧剤 9505ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

43 JG E43 JG E43 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
JG｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

43 KTB 43 KTB43 200mg:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｱﾝﾌﾞｼﾞｰﾙ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 寿製薬 骨粗鬆症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾌﾞｼﾞｰﾙ錠)

43 KTB 43 OST 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾄﾗｰﾙ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 寿製薬 骨粗鬆症治療剤 9707中止 960705収載
43 ｎ 043:5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢日医

工｣
ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

43 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾝｻﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 200mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

43 t 43 裸錠 白 無 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

43 YD043 糖衣錠 類白 無 ﾖｳﾌｧﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 陽進堂 抗めまい剤 0505中止
44 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10)
0208ｺｰﾄﾞ変更

44 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0807発売

44 GC:44 GC440:GC440 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ錠-ﾖｼﾄﾐ 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 不整脈治療剤 9908中止 9804商品名変

44 15mg JGE44 JG E44 15:15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

44 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾆﾝｺｰﾜ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 興和新薬 頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9708ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

44 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾆﾝｺｰﾜ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 興和-興和ﾃﾊﾞ 頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興和
創薬) 0310本体ｺｰﾄﾞ044
裏→表

44 KTB 44 KTB-44 60mg:60mg 裸錠 淡紅 有 ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 寿製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠)

44 MD 44L MD 44L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 00末中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960131
社名変更

44 MD 44L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg 日本ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ(旧:
ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ)-塩野義製
薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9709中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

44 ｎ 044:10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢日医
工｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

44 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～類白 無 ｱﾝｻﾁﾝ錠100mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 100mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9709ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

44 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10)
0208ｺｰﾄﾞ変更

44 t 44 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

44 HT 5V TSU044 200mg:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾊﾞﾅｼﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 骨粗鬆症治療剤 0908商品名変更(前:ｲﾊﾞﾅ
ｼﾝ錠)

44 YD044 25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾖｳﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 冠循環改善剤 0811ﾋｰﾄ表25mg追加
45 Tw411 Tw411 45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 東和薬品 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載
45 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙL SW-475

45mg
SW-475 硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放

性)
淡黄/淡黄 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩Lｶﾌﾟｾ

ﾙ45mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 沢井製薬 徐放性気道潤滑去痰剤 060707収載

245 / 332 ページ



45 t444  t444 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶ
ﾌﾟｾﾙ45mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大洋薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｾﾗﾑLｶﾌﾟｾ
ﾙ45)

45
45mg:45mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｺﾌﾉｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日医工･日本薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

45 ZE33 ZBR ZE33 ZBR:45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 全星薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載
45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾎﾟﾉﾌｪﾝSRｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg あすか製薬-武田薬品工 徐放性去痰剤 050708収載
45 203：45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ45mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性 気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟ
ｾﾙ)

45 t444  t444 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｾﾗﾑLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大洋薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 旧品名(090925ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ
45mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

45 TYK314:TYK314 45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾚｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
三和化学研究所，ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

45 KC153 KC-153 45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･淡緑
帯3本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ45 ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 45mg 科研製薬 排尿障害改善剤･降圧剤 9812中止 9509ﾋｰﾄ変更

45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304
大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な

45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 1007中止 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更 ﾌｧｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

45 Tu FZ・45  Tu FZ・45 Tu FZ・45 45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ45mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 辰巳化学 徐放性気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝLｶﾌﾟ
ｾﾙ)

45 30mg JGE45 JG E45 30:30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

45 JMT-45 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳきゅう帰膠艾湯
FCｴｷｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 中止 900713収載

45 KTB 45 KTB45 100mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺｰﾄﾘｽﾞﾑ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 寿製薬･ｱｲﾛﾑ製薬，持田
製薬

抗血小板剤 0604販売元社名変更(前:
小林製薬工業) 03頃ﾋｰﾄ
裏KOR削除

45 ｎ 045:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

45 NMB 45 NMB45:NMB45 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
45 NMB 45 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 97ﾋｰﾄ変

更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
45 NMB 45 NMB45:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg MSD 三環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)，製

造販売元変更に伴い(新:
日医工) 1010社名変更
(統合に伴い，前:万有製

45 NMB 45 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

45 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～類白 無 ｱﾝｻﾁﾝ錠200mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 200mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

45 SW-045 SW-045 1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾛﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 止瀉剤 0706商品名変更(前:ﾐﾛﾋﾟ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0001ﾋｰﾄ変更(1
追加)

45 t 45 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

45 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟｰｼﾞﾛﾝ錠 大正製薬 緩下剤 9403中止
45 Tu FZ・45  Tu FZ・45 Tu FZ・45 45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ45mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 辰巳化学 徐放性気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝLｶﾌﾟ
ｾﾙ)

45 YD 045 糖衣錠 黄 無 ﾖｳﾚﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 陽進堂 脳微小循環改善剤 9909中止
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45 ZP 45 ZP45:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｼﾉﾝ錠75mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 071102収載
46 BANYU 046 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾀｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 250mg 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
46 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄

緑
ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304

大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

46 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な

46 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 1007中止 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更 ﾌｧｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

46 KTB 46 KTB46 50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｺｰﾄﾘｽﾞﾑ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 寿製薬・ｱｲﾛﾑ製薬 抗血小板剤 091113収載
46 MH646 500 MH646 500mg：500mg 裸錠 白 無 重曹錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 制酸剤 080201収載(商品名変

更，前:重曹錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

46 ｎ 046:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

46 t 46 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

46 YD046 糖衣錠 黄 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0801中止
46 ZP 46 ZP46:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｼﾉﾝ錠150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 071102収載
47 DS 047:20 DS047 SED:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 060707収載
47 FJ 47 FJ47 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢F｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

富士製薬工業 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

47 KTB 47 1mg KTB47 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
KTB｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 寿製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

47 ｎ 047:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 091113収載

47 t 47 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 経口血糖降下剤 040709収載
47 T 47 裸錠 黄～橙黄 有 ﾊｲﾙﾄﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大正製薬 代謝性強心剤 9009中止
47 YD047 糖衣錠 白 無 C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮痙剤 旧品名(100528ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟ

ﾗﾐﾝ臭化物錠10mg｢YD｣
に変更) 日医工とﾋｰﾄ異

47 YD047 10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠
10mg｢YD｣

臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮痙剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:C.B.ｽｺﾎﾟﾗ
錠)，ﾋｰﾄ表10mg追加等
日医工とﾋｰﾄ異なる

48 Asahi ABT48 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ十全大補湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

48 CMX048 5 CMX048 5:5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾘﾘﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ｹﾐｯｸｽ HMG－CoA還元酵素阻
害剤，高脂血症治療剤

060707収載

48 KTB 48 2mg KTB48 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
KTB｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 寿製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

48 ｔ 48 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐｯｸ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大洋薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
48 YD 048 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 99中止
49 EKT-49 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ加味帰脾湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ

薬品
漢方製剤 070706収載(商品名変

更，前:ｶﾈﾎﾞｳ加味帰脾湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

49 KTB 49 4mg KTB49 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
KTB｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 寿製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

49 NMB 49 NMB49:NMB49 50mg 裸錠 白 有 ﾀﾞﾗﾅｲﾄﾞ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 万有製薬 緑内障治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
49 NMB 49 BANYU 裸錠 白 有 ﾀﾞﾗﾅｲﾄﾞ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 万有製薬 緑内障治療剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
49 ｔ 49 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐｯｸ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大洋薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
49 KX500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｹﾌﾚｯｸｽ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9312中止
49 UPJOHN 49 UPJOHN 49 裸錠 淡紅 有 ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠2mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠
(2mg))
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49 YD049 糖衣錠 青緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾖｳｼﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 陽進堂 不整脈治療剤 0611中止
50 TSU089 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 M-ﾁｽﾃﾝ錠50mg Ｌ-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 鶴原製薬 気道粘膜疾患治療剤 10中止 071221収載(商品

名変更に伴い，前:M-ﾁｽ
ﾃﾝ錠)

50 TSU567 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 γ -ﾊﾟﾙﾄｯｸｽﾝ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 鶴原製薬 高脂質血症治療剤･自律
神経機能調整剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:γ -ﾊﾟﾙﾄｯｸｽﾝ
50)

50 TSU 012 TSU012 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱｲﾃﾞｲﾄ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 鶴原製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 TC440 TC440 50mg:50mg TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧本体，ﾋｰﾄ(0503頃迄)
50 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨ 50 50mg:50mg TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0503頃本体商品名記載

(本体TC440削除等)，ﾋｰﾄ
変更

50 t F1 口腔内崩壊錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠50mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 090515収載

50 M 131 M131 50mg OD:50mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠50mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 101119収載

50 BMD 8 BMD8 50mg 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢BMD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 食後過血糖改善剤 090515収載
50 JG F56 JGF56 50:50 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢JG｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 食後過血糖改善剤 090515収載
50 NS 366 NS366 50:50mg 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢NS｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日新製薬 食後過血糖改善剤 090515収載
50 YD 556 YD556 50mg:50mg 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢YD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 陽進堂･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ
食後過血糖改善剤 090515収載

50 t 601 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 070706収載
50 M 109:50 M109 50mg:50mg 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 091113収載
50 ｎ 031:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢日医 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日医工 食後過血糖改善剤 090515収載
50 FCI 161 FCI161:FCI161 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾁﾈｽ錠50 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 富士化学工業 筋緊張･痙性麻痺改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 900713

収載
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾁﾈｽ錠50 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg あすか製薬-武田薬品工

業
筋緊張･痙性麻痺改善剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 9711本体，ﾋｰﾄ変更
(製造元変更の為)

50 010 TSU010 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾃﾈｼﾞﾝ錠50mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ
剤･精神活動改善剤･ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ症候群治療剤

0908商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ｼﾞﾝ50)

50 OH 155 OH-155 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉｾｰﾌ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大原薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 0712中止 920710収載
50 252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 0806商品名変更(前:ｱﾃﾝ

ﾀﾞｰﾙ錠)
50 252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾝﾀﾞｰﾙ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 旧品名(0806ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠

50mg｢ﾀｲﾖｰ｣へ変更)
50 KH703 50mg：50mg 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾓﾗﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 協和発酵工業 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0303中止 0112ﾋｰﾄmg追

加 9512ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

50 NF 153 NF153:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾉﾌﾟﾛﾘﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 DS 512 50:DS 512 50 DS512 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白～帯黄白 有 ｱﾊﾞﾌﾟﾛ錠50mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 50mg 大日本住友製薬 長時間作用型ARB 080613収載

50 NT 2 NT 2:Organon NT2:50mg 裸錠(長円形) 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾋﾞｼｮｯ
ﾄ錠50)

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾋﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大日本住友製薬 消化性潰瘍治療剤，精
神･情動安定剤

0802ﾋｰﾄ裏50追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0209頃迄) 0002

990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）
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50 ｔ 308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧品名(090925ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ
酢酸ｴｽﾃﾙ徐放錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更) 0209頃ｺｰﾄﾞ
変更

50 SW 385 SW-385 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0205ﾋｰﾄ50mg追記など
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AO50)
削除

50 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・沢井製薬 免疫抑制剤 050708収載
50 n 095 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠50mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 100528収載 十字割線
50 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ 50mg SW-924 SW-924 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 050708収載
50 SEARLE 102:50 裸錠 白 有 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤 社名変更（統合に伴い）
9804本体，ﾋｰﾄ変更 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 TG 107 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高尿酸血症治療剤 101119収載

50 SW 240:50 SW-240 50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾁｰﾑ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 沢井製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 Kw 023:50 50:Kw023 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 共和薬品工業 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 KRM 126 KRM126 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢杏林｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 Tw 333:50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾘﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 KW 013 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ錠50mg 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 抗うつ剤 990709収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
50 t443 t443 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ

ﾏ
経口抗真菌剤 1004ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

0911大洋薬品工業中止
0901日医工中止

50 NP 151:50 NP-151 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 消化管運動賦活剤 080704収載
50 NS 530 NS530 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日新製薬 消化管運動賦活剤 080704収載
50 NT 248:50 NT-248 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 消化管運動賦活剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
50 PH 130 PH130 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消化管運動賦活剤 080704収載
50 TU 213 TU213 50mg:TU213 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢

TCK｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 辰巳化学・日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ

薬品
消化管運動賦活剤 080704収載

50 TYK443:TYK443 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動賦活剤 080704収載

50 YD 962 YD962 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂 消化管運動賦活剤 080704収載
50 t 19 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 消化管運動賦活剤 080704収載

50 TG 117:50 TG117 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

消化管運動賦活剤 080704収載

50 Tw 724 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 消化管運動賦活剤 080704収載

50 ｎ 004 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢日
医工｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日医工 消化管運動賦活剤 080704収載

50 SW-881 SW-881 SW-881:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 経口抗真菌剤 040709収載
50 MK 12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50「MEEK」 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 小林化工-明治製菓 抗真菌剤 040709収載
50 MK 12 MK12 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50「MEEK」 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 小林化工 経口抗真菌剤 040709収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
50 KC 55 KC55 50mg:50mg 裸錠 白～灰白 無 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50mg｢科 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 科研製薬 経口抗真菌剤 080704収載
50 TTS 655 TTS-655 50mg 裸錠 帯黄白～黄 無 ｲﾄﾗｺﾈｰﾄ錠50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬 経口抗真菌剤 1009中止 050708収載
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｺﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 経口抗真菌剤 1002中止 040709収載
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白～帯黄白 有 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠50mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 50mg 塩野義製薬 長時間作用型ARB 080613収載

50 HD 171 50mg HD-171：50mg 裸錠 白 無 ｳﾙｻﾐｯｸ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 0304社名変更（前：菱山
製薬） 990709収載

50 50mg 50：50mg 50 裸錠 白 無 ｳﾙｿ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 田辺三菱製薬 肝･胆･消化機能改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 040709収載，
品名変更に伴い（前：ｳﾙ
ｿｻﾝ錠50mg）
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50 TM 103 裸錠 白 無 ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙﾃﾞｯｸｽ)

50 TM 103 裸錠 白 無 ｳﾙﾃﾞｯｸｽ ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(091113ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ
錠50mgに変更)

50 TTS 321 50：TTS321 50 裸錠 白 無 ｴｸﾊﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬･塩野義製薬 抗血小板剤
等

50 Tw403 Tw403 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｴｸﾍﾟｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰ

50 n 025 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾄﾞｰｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日医工 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
50 EK 03 EK03 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50「EK」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 小林化工・ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
50 OH 240 OH-240 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 大原薬品工業・持田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
50 Tu 301 Tu301 50：Tu301 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50「ﾀﾂﾐ」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 辰巳化学 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

050708収載
50 FJ 15 FJ15：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg「F」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 富士製薬工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
50 KW 090 50：KW090 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg「ｱﾒ ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 共和薬品工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠
50mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

50 Tw 106 μ μ
g

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 東和薬品 気管支拡張剤 0711商品名変更(前:ｴﾌﾟｶ

50 EPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾅﾙﾄﾞ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業･ﾃｲｺｸﾒ
ﾃﾞｨｯｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

筋緊張改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0209
ﾋｰﾄ変更 9707ﾋｰﾄ変更
9007収載

50 HD 039 HD-039 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾘｯｻｰ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 筋緊張改善剤 0508商品名変更(前：ｴﾍﾟ
ﾘｯｻｰ錠)，ﾋｰﾄ変更

50 E 19 TSU120 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾘﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 筋緊張改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾍﾟﾘﾅｰﾙ錠)

50 PH 151 PH151:50mg 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾎﾞｲ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 筋緊張改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾎﾞｲ錠)

50 216 糖衣錠 白 無 ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 心疾患治療剤 旧品名(090324ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩
酸塩錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

50 HC186 HC186 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗炎症鎮痛解熱剤 0504中止 0203ﾋ-ﾄ変更
50 Tｗ 301 Tw301 50mg 糖衣錠 白 無 ｵﾙﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 自律神経賦活剤 0302頃本体ｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ変更
50 KW 191：50 KW191 裸錠 白～淡黄 有 ｶﾞｳﾄﾏﾛﾝ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 共和薬品工業 高尿酸血症改善剤 0411本体刻印追加
50 CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾉﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
β 遮断剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802

販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

50 μ g 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気管支拡張剤 0911発売
50 SW 693 SW-693 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ50)
0308ﾋｰﾄ変更，表50追加
等 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR50)削除

50 HD 063 50単位 HD-063：50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾙﾆｱﾁﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 循環系障害改善剤 0304社名変更（前：菱山
製薬） 010907収載(規格
表示変更)

50 NC CF NCCF：50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾝ錠50 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 9710ﾃﾞｻﾞｲﾝ変更等
950526収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 KTB 25 KTB25 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾅﾙﾄﾞｰｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 寿製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
50 TH 711 TH711 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｱﾄﾞｰﾙ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 東菱薬品工業-扶桑薬品

工業
ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 0604販売会社社名変更

(前:小林製薬工業)
050708収載

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 小野薬品工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾈﾀﾞｯｸ錠)
0301ﾋｰﾄ50mg追加
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50 ｔ 507 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｯｸｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 大洋薬品工業・科研製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
50 PH 357 PH357 50mg：50mg 皮膜錠 白 無 ｷﾈﾙﾀﾞｰ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
50 NS 36 NS36 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｬﾙﾏｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 第一三共ｴｽﾌｧ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 1010製造販売元変更(前:

日新製薬)，ﾏｲﾗﾝ製薬中
50 R158 R158 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｸﾗｰﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大原薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧品名(050708迄)，品名

変更に伴い(新：ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ50mg「OHARA」)
0303龍角散から承継後
販売無し

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄赤黄 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

50mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

50 R 132 R132:50mg 錠剤 微黄白 無 ｸﾗｿﾊﾟﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 自律神経調整剤 1010中止 1009製造販売
元変更(前:龍角散)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0302製造元変更 0201ﾋｰ

除等)
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児

用｢CH｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

50 EE 55 EE55 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢EMEC｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

50 NPI:MP NPI-MP:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢NPI｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

50 PH:713 PH713 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢PH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060707収載

50 n 074 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢日医工｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

50 MK 26 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50小児用｢
MEEK｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 小林化工-明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

50 MK 26 MK26 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50小児用｢
MEEK｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 小林化工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 070706収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

50 TU 605 Tu605 50:Tu605 50mg(力
価)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50小児用｢
TCK｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 辰巳化学 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1003ｱｲﾛﾑ製薬中止
060707収載

50 NMB 940 NMB940 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠50 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 50mg 万有製薬・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)，承
継に伴い(日医工へ)

50 NMB 940 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠50 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 50mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

50 FJ 03 FJ03：50mg 裸錠 白 有 ｸﾛﾐﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩錠50mg｢
F｣

ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 富士製薬工業 排卵誘発剤 1010本体小型化 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ錠
50mg｢F｣)

50 ｔ 308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ徐
放錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠)

50 OH 302 OH-302 50mg:OH-302
50mg

裸錠 白 無 ｸﾞﾛﾝﾄ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大原薬品工業 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 50 TTS-152 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 0904販売再開，販売元変
更に伴い(前:塩野義製薬)

50 KN 247 KN247 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｹﾞｼﾝL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 徐放性前立腺肥大症治
療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 071221収
載(商品名変更に伴い，
前:ｹﾞｼﾝL錠)

50 TSU200 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾂ
ﾙﾊﾗ｣

ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 鶴原製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄC(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

50 KTB 46 KTB46 50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｺｰﾄﾘｽﾞﾑ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 寿製薬・ｱｲﾛﾑ製薬 抗血小板剤 091113収載
50 KK321  KK321 KK321 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 小林薬学工業-日医工 胃潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0705迄)，承継に

伴い(日医工へ) 970711
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50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日医工 胃炎･胃潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾ

50 BMD 15 BMD15 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢BMD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 FJ41 50 FJ41 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢F｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 ＪＧ F05:50 JG F05 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢JG｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 KRM 106:50 KRM106 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢KRM｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 MK 37:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 小林化工-明治製菓 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

50 MK 37:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 小林化工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

50 NP 525:50 50mg:NP-525 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢NP｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 NS 354 NS354 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢NS｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日新製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 Tｕ 311 TU311 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢TCK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 辰巳化学 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 50 S26 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢TSU｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 鶴原製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 TYK521 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢TYK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 YD 966 YD966 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢YD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 陽進堂・第一三共ｴｽﾌｧ，
あすかActavis製薬，武田
薬品工業

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 OH 306:50 OH-306 50mg:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 NCP 33D 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 t S1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大洋薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 TTS 502:50 TTS-502 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ﾀｶﾀ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 高田製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

50 Tw 741:50 Tw741 50 mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 東和薬品 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 M311 50 M311 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 ｎ 314:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢日医工｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日医工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 筋緊張･循環改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠)
0310社名変更

50 PSC 50mg：PSC 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀｲ

50 TM 106 TM106 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｱﾍﾞﾊﾟﾁｰ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 東亜薬品-ｻﾝﾄﾞ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 1012中止 0601販売元社
名変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)

50 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 日医工 免疫抑制剤 050708収載

50 FC10 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄白 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢
FC｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，富士製薬工業

免疫抑制剤 060707収載

50 MH178 50:MH178 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

帯黄白 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
50mg)

50 NP 535  NP 535 50mg:NP-535 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 091113収載
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50 TG 135 TG135 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

不整脈治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

50 MSD:112 MSD112:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄赤黄 無 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

50mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

MSD 選択的DPP-4阻害剤，糖
尿病用剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 091211
収載

50 糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠50mg ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ
錠，50mgと200mgが同じ
商品名だった)

50 216 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 心・腎疾患治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠)

50 Tw 215 Tw215 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾞﾙｽﾀﾝL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 東和薬品 徐放性前立腺肥大症治
療剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾙｽﾀﾝL錠)

50 JG F12 JGF12 50mg 50:50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢JG｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗血小板剤 1011発売
50 NP 273：50 NP-273 50mg 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg「NP」 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 1006販売休止 050708収

載
50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
抗血小板剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾀｿﾞﾅ錠50)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

50 MH 122 MH122 50mg:MH122 50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾛｽﾒﾙｸ錠50)

50 n 373 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾃｰﾄ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 KTB-S2  KTB-S2 50mg KTB S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 寿製薬 狭心症･不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶｼﾞﾛｰﾙ50ｶ
ﾌﾟｾﾙ)

50 KW 223:50 KW223 50:KW223 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠50mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ｽﾙﾄﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

共和薬品工業 抗精神病剤 100528収載

50 TwSPC Tw.SPC 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾀﾏｸﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 抗潰瘍剤，精神神経用剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢

50 KY 09 KY･SPC 50mg 裸錠 白 有 ｽﾊﾟｸﾛﾐﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 排卵誘発剤 0704社名変更(前:科薬)
0302ﾋｰﾄ表商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 0102販売，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 BMS:528 BMS528 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～微黄白 無 ｽﾌﾟﾘｾﾙ錠50mg ﾀﾞｻﾁﾆﾌﾞ水和物 50mg(ﾀﾞｻﾁﾆ
ﾌﾞとして)

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ
ｾﾞｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ

090313収載

50 248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣) ｴﾑｴﾌのｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ
錠(ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ，中止)と本体

50 TwSPC
50mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 抗潰瘍剤，精神神経用剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾀﾏｸﾘｯﾄｶﾌﾟｾ

50 Kw 210：50 210:Kw210 50 裸錠 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 精神情動安定剤，視床下
部作用性抗潰瘍剤

0506販売，品名変更に伴
う(前：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠｢ｱﾒﾙ｣)

50 248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠) ｴ
ﾑｴﾌのｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ錠(ｽﾙﾋﾟ
ﾘﾄﾞ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

50 CG 503 50mg:CG503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯緑白 無 ｽﾛｰﾌｨｰ錠50mg 乾燥硫酸鉄 50mg(鉄とし
て)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性鉄剤 1012中止

50 Sc 396:50 Sc396 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｾｲﾌﾞﾙ錠50mg ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ 50mg 三和化学研究所 糖尿病食後過血糖改善
剤

051209収載

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵｱﾆﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 循環機能改善剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)
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50 裸錠(ひょうた
ん形)

白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠50mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧剤 03頃ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 980710収載 ﾋｰﾄ表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 MED-230 MED-230 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾋﾟﾏﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9811中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢CH｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧品名(101119ｾﾌｼﾞﾆﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄ

50 TU 607  TU607 TU607 50mg:TU607 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
50 TYK379  50mg TYK379:TYK379 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
50 YD912 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢YD｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 陽進堂 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に

伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢CH｣)，ﾋｰﾄ若干変

50 M484  M484 M484 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏｲﾗ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 081107収載
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医

工｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

50 MED 724 MED-724:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠50mg｢MED｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

50 SW-505 SW-505 50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾌﾀｯｸｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 沢井製薬 胃潰瘍治療剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 SW 230 SW-230 50:50 mg 裸錠 白 有 ｾﾎﾞﾁｰﾙ錠50 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載 十字割線

50 TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙｰﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 胃潰瘍治療剤 0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 970711収載

50 KW 277 KW277 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠50mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 9710製造販売
50 SFC 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃

炎･胃潰瘍治療剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0207
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

50 TTS 300 TTS-300 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾀｶﾅﾙﾐﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 高田製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 KP 123 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｸﾁﾗﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 杏林製薬 鎮痙･流早産防止剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｸﾁﾗﾝ錠)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｸﾁﾙ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 平滑筋収縮緩和剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前：ﾀﾞｸﾁﾙ錠)

50 糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0504社名変更(合併)
50 NMB 49 NMB49:NMB49 50mg 裸錠 白 有 ﾀﾞﾗﾅｲﾄﾞ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 万有製薬 緑内障治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症

候群治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(1010迄)

50 SW 002 SW-002 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾁｱﾌﾟﾘﾑ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg（ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0210ﾋｰﾄ変更

50 DK 312 DK312 50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｱﾘｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0308ﾋｰﾄ変更 950707収
50 TZ 224:50 TZ224 0.05:0.05mg

TZ224
裸錠 白 有 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g あすか製薬-武田薬品工

業
甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤 0302ﾋｰﾄ変更 9807商品

名変更に伴い記号変更
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 TSU384 50mg：50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾁﾙﾐﾒｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 鶴原製薬 不整脈用剤 0305ﾋｰﾄ変更

50 U 042 50:UPJOHN 042 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg ﾌｧﾙﾏｼｱ 抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄） 9609社
名変更 9501ﾋｰﾄ表記載
9312変更

50 U 042 50：50mg U042 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗うつ剤 0304社名変更（統合に伴
い） 0301ﾋｰﾄ変更

50 ZNC 214:50 50mg:ZNC214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 心臓選択性β 遮断剤 1003承継(前:大日本住友
製薬)

50 OH-237 OH-237 OH-237 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢
OHARA｣

ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大原薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 050708収載
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50 Tw403  Tw403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｸﾍﾟｯｸｶﾌﾟｾ

50 TSU432 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/橙 ﾃﾞﾑﾅﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 鶴原製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞﾑﾅﾛﾝｶﾌﾟｾ

50 YT F2 50mgYT-F2:50mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾃﾙﾎﾞﾐﾝD錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 心臓選択性β 遮断剤 0212中止 0112ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （胃・十二指腸潰瘍，統合
失調症，うつ病・うつ状

0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

50 D K:421 DK421 50mg:DK421 50mg 裸錠 薄紅 有 ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ錠50mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 50mg，
5mg(無水物
として）

ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業，日
医工

抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 080704収載

50 KH 116 50mg KH116:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠50mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 50mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

50 OH 53 OH-53 50mg 裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨｰﾙ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大原薬品工業 自律神経調整剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾌｨｰﾙ錠)

50 SW 352 SW-352 50mg：50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾄﾌｨｽ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 自律神経調整剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾌｨｽ錠) 0304
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-TTF)削除

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠50 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 50mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 0304大正富山医薬品販
売 0302ﾋｰﾄ変更（50mg追
加） 9902本体，ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ

50 裸錠 帯黄白～黄
白

無 ﾄﾗｺﾅ錠50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

50 Tw 396 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 東和薬品 循環機能改善剤 090515収載
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 50mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
50 YD 552 YD552:50mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾏﾐﾝ錠50mg ｼﾞﾒﾝﾋﾄﾞﾘﾅｰﾄ 50mg 陽進堂 鎮暈･鎮吐剤 0908商品名変更(前:ﾄﾞﾗﾏ

ﾐﾝ)
50 NS 216 NS216 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾙｸｼｰﾙ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日新製薬 心･腎疾患治療剤 0911ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾙｸｼｰﾙ錠)

50 ＪＤ：150 ＪＤ-150：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾙﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 心臓選択性β 1遮断剤 0507中止 030501発売
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

50 Tw 101 Tw101 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 東和薬品 尿酸排泄薬 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠)
950707収載

50 IC-604 IC-604 IC-604 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｺｱｿﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ｲｾｲ 深在性真菌症治療剤 0705中止 040709収載
50 MH178 50:MH178 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 旧品名(090515ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ

ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

50 KW 387 KW387:KW387 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 080704収載
50 KW 271 50:KW271 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾉｲﾘﾗｰｸ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
50 NPC96 50  NPC96 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 酢酸亜鉛水和物 50mg(亜鉛と

して)
ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

ｳｨﾙｿﾝ病治療剤(銅吸収
阻害剤)

080418収載 ﾊﾞﾗのみ

50 SEARLE 507 50mg SEARLE 507 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗不整脈剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽ50mg)

50 CG 114 50mg：50mg CG114 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢50mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性利尿･降圧剤 0812中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
HGT削除等
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50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0806ｺｰﾄﾞ変更

50 TROCHE･KY･06 BCT ﾄﾛｰﾁ 白 ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ･ﾄﾛｰﾁ ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ(外) 250単位 科薬 口腔用剤 0403中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 PH 266 PH266 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｼﾞﾒ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ β 遮断剤 0908中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

50 KW 570 KW570 50:KW570 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 旧品名(050610迄)，品名
変更に伴い(新：ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ
錠50mg) 共和薬品のｸﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

50 KW 570 KW570 50:KW570 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0812中止 共和薬品のｸﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

50 Tｗ 303 Tｗ303 50mg 糖衣錠 橙 無 ﾊﾞﾅｰﾙ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾅｰﾙE50)

50 336 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾙﾄﾞﾏｲｼﾝ錠50 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 大洋薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製 0909中止
50 MPI 130 MPI130 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠50 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･大日本住友

製薬
ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

0707製造販売会社社名
変更(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)
0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

50 TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾋﾟｸﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 協和薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9811中止 970711収載 本
体同記号，同成分他4品
目有

50 50mg 糖衣錠 淡黄 無 ﾋｽﾊﾟﾄｰﾙ錠50 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 50mg 藤本製薬 抗めまい剤 8912中止
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大日本住友製

薬
持続性不整脈治療剤 9708ﾋｰﾄ変更，商品名記

載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ
50 TG 404 TG 404 TG404 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ

50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
不整脈治療剤 080704収載

50 Tw432  Tw432 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 090515収載
50 MS F-04 F-04 50:F-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 明治製菓-興和創薬 鎮痛･抗炎症剤 0709中止 0610販売会社

社名変更，統合に伴い
(前:日研化学)

50 MS F-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ｱﾝﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 明治製菓 鎮痛･抗炎症剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟ
ｾﾙ)

50 FE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄) 9805
製造元，本体，ﾋｰﾄ変更，
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
9507収載

50 SW 344 SW344 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾁｰﾑ錠50 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

沢井製薬 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 03頃ﾋｰﾄ変更 940708収
載

50 S 301 S301 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾐｱ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

50 TSU619 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｫﾘﾛﾐﾝ錠50 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 鶴原製薬 非ｲｵﾝ型鉄製剤 0209ﾋｰﾄ変更
50 Tw 313 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080704収載
50 n 691 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 日医工 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0305ﾋｰﾄ変更 990709収
50 KN 335 KN335 50mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載
50 KW 531 KW531 50 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 共和薬品工業 気管支拡張剤 960705収載
50 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
060707収載

50 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更

50 ﾌﾙｺﾅｰﾙ 50mg SW-884 SW-884 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(100528ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣に変

50 FJ11:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(0610迄)
030704収載
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50 FJ 11 50mg  FJ 11 50mg FJ11 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 0610ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄも若
干変更(表50mg追加等)

50 KW588 50 50:KW588 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg「ｱ
ﾒﾙ」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 050708収載

50 MH748：MH748 MH748 50：MH748 50
50mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟ
ｾﾙ50mg)

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 深在性真菌症治療剤 0708頃承継(小林薬学工
業より)

50 MH748：MH748 MH748 50：MH748 50
50mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(090515ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙｼﾞｻｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾏﾙｺ製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更 0609日医
工のみ中止

50 TG 72:50 TG72 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 FF 12:50 FF12:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢FFP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 JG 52:50 JG 52 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 YD 12:50 YD12 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢YD｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 陽進堂 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 SW FV2 SW-FV2 50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 M 632 M632 50 mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 KRM 120 KRM120 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢杏林｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 TYK34 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 ｎ 895 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 NPI 339A NPI-339A 50mg:50 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日本薬品工業-日本ｹﾐ
ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗血小板剤 1101ﾋｰﾄ若干変更

50 RM 247L RM 247L 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
錠）

白～微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ徐放錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg ﾛｰﾏﾝ工業-日本ｹﾐﾌｧ 徐放性前立腺肥大症治
療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝL錠)

50 OG 19 OG19 50mg:50mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大塚製薬 抗血小板剤 100423収載

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0210ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

50 SW 712 SW-712 50mg:50mg 裸錠 白 無 ﾌﾚﾆｰﾄﾞ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 YT Z1 50mgYT-Z1:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾟﾛｴｽL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 徐放性前立腺肥大症治
療剤

0212中止 0206ﾋｰﾄ変更

50 TYK172 50μ g:TYK172 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
50 TYK207:TYK207 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾀﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大正薬品工業 高脂血症治療剤 0707中止
50 O.S-BN 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾞﾛﾏﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 尿酸排泄薬 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

50 RM 249C RM249C 50：50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ﾛｰﾏﾝ工業 循環調整剤 010907収載(規格表示変
更)

50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｽﾉﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 寿製薬 抗痙縮剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｽﾉﾘﾝ錠)
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50 t 428 t428 50μ g 裸錠 淡黄白 有 ﾍﾞｾﾗｰﾙ錠50μ ｇ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ ｇ（ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして）

大洋薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

040709収載

50 SW736 SW-736:50μ ｇ 裸錠(長方形) 薄黄 有 ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠50μ g｢ｻﾜｲ｣ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰｷ
ﾝｿﾝ病治療剤

060707収載

50 KH 120 KH120 50μ g 裸錠(長方形) 薄黄 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠50μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

1104ｺｰﾄﾞ変更

50 PH 308 PH308：50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾍﾞﾝｽﾞﾏﾛﾝ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，日本ｹﾐﾌｧ，富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

高尿酸血症治療剤 0702製造販売会社社名
変更(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾄﾝ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0801中止 0310社名変更
50 NS 11 NS11 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 ﾎﾏﾗｲﾄ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日新製薬・第一三共ｴｽ 筋緊張･循環改善剤 0906ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
50 TYK311 50:TYK311 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
50 KTB 21 KTB-21 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 寿製薬・昭和薬品化工，

高田製薬
筋緊張･循環改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠)
50 KN130 50mg 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 小林化工 筋緊張改善剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠)
50 KW630:KW630 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾐｵﾘﾗｰｸ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 筋緊張･循環改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0610迄)

0103ﾋｰﾄ裏商品名記載
50 KW 630 KW630:KW630 50mg 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾘﾗｰｸ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 筋緊張･循環改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾘﾗｰｸ錠)
0610本体ｺｰﾄﾞ，剤型変
更，色変更

50 TTS 354 50mg 50：TTS354 50 ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾐｺｼｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 深在性真菌症治療剤 030704収載
50 SW 211 SW-211:50 mg 裸錠 白 有 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 免疫抑制剤 100528収載
50 M 722 M722 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 101119収載
50 ｎ 906:50 裸錠 白～微黄白 無 ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日医工 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 SW SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)

0208ﾋｰﾄ表50追加等 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MI50)削

50 ﾐﾉﾍﾟﾝ 50 SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0509本体ｺｰﾄﾞ変更
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄

ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

50 NF 217 NF217 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢AFP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

50 KW 675:50 50:KW675 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

50 n 039:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

50 NK M NK1053 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｽｶﾙﾑ錠50mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日本化薬 抗痙縮剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｽｶﾙﾑS錠)

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日医工 不整脈治療剤 99ｺｰﾄﾞ変更(ﾀﾞｲﾄより承
継)，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0805中止 0304ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

50 KW 669 KW669 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 9807中止 97ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ

50 KW572 50：KW572 50 裸錠(長方形) 薄黄 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠50μ g
「ｱﾒﾙ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

050708収載

50 MH 792 50：MH792 50μ g 裸錠（長方形） 薄黄 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠50μ g
「ﾏｲﾗﾝ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g（ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠
50μ g「ﾒﾙｸ」)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

50 SW 130 SW-130 50：50μ g 裸錠 白 有 ﾒﾁﾚﾌﾄ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 沢井製薬 気管支拡張剤 0302ﾋｰﾄ変更 98～99ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載
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50 SW 130 SW-130 50：50μ g 裸錠 白 有 ﾒﾁﾚﾌﾄ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 沢井製薬 気管支拡張剤 0302ﾋｰﾄ変更 98～99ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

50 SANDOZ AD AD 50mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ50 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

削除)
50 NS 343 NS343 50:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾕｰﾘｯｸ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日新製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 糖衣錠 橙 無 ﾕﾍﾞﾗ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾕﾍﾞﾗ錠)，ﾋｰﾄ
表50mg追加

50 TO-082 50 裸錠 白～淡黄 有 ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾕﾘﾉｰﾑ)

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾖｳﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂-日医工 精神安定･抗潰瘍剤 1005中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾖｳﾏ
ﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)，ﾋｰﾄ表
50mg追加 陽進堂とﾋｰﾄ

50 MH 050 MH050 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg ﾒﾙｸﾎｴｲ H2受容体拮抗剤 旧本体（0209迄） 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

50 Tw410 Tw410 Tw410 50mg：50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘｽﾞﾑｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 050610品名変更(前：ﾘｽﾞ
ﾑｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50)

50 MED 270:50 MED-270:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾘﾎﾞｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 XD 2:☆ORGANON XD2:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg MSD うつ病･うつ状態治療剤 1010社名変更(統合に伴

い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)
50 JG E51 JG E51 50:50 裸錠 白 無 ﾚﾌﾟﾀｰ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 肝･胆･消化機能改善剤 0908ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(前:扶桑薬品工業)
50 FPF 587 FPF587 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｻﾞｸﾞｯﾄﾞ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 藤本製薬 血管拡張剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載 010907収載(規格表
示変更)

50 t 29 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0406販売

50 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 11頃ﾋｰﾄ若干変更
50 n 005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ錠50「日医

工」
塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 日医工 精神活動改善・ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0707本体ｺｰﾄﾞ追加 0507
発売

50 KN117 50mg 糖衣錠 緑 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠「ｺﾊﾞ
ﾔｼ」50mg

塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 小林化工 精神神経用剤 旧ﾃﾞｰﾀ(1009SP包装中
止，ﾊﾞﾗ包装のみへ)
0403包装ｺｰﾄﾞ記載

50 t503 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 050708収載，商品名変更
に伴い(前:ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

50 PH362：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ錠50mg｢ﾐﾀ｣ 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 糖尿病治療剤 0908中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:塩
酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ錠｢ﾐﾀ｣)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大日本住友製薬 消化性潰瘍治療剤，精
神･情動安定剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠50)
0112ﾋｰﾄ英名記載

50 糖衣錠 黄 無 ｱｽﾛｽC 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 日清製薬 気道粘液疾患治療剤 8912中止
50 糖衣錠 青緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日清製薬 不整脈治療剤 9501中止
50 AJT050 DOJ 糖衣錠 赤 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾄﾞｰｼﾞﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 同仁医薬化工 不整脈治療剤 9005中止
50 裸錠 白 有 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 藤沢薬品工業 利尿降圧剤 0208中止 9712ﾋｰﾄ裏変
更(ALT削除)，表裏商品
名記載

50 Th 421:50 Th421 ALT:ALT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾛﾃﾉ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 心臓選択性β 遮断剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
9303本体追加
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50 AMT50 DOJ 裸錠 白 有 ｱﾀﾞﾙﾄﾐﾝ錠50 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 同仁医薬化工 利尿降圧剤 中止
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変

更(旧:淡黄)
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 消炎鎮痛剤 0707中止 98製造元変更

9804ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

50 MCI 012 MCI012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾅｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg 三菱化学-藤沢薬品工業 脳血管性精神症状改善
剤

9805中止 9702ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 EISAI AP050 50mg:Eisai AP050 裸錠 白 無 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝ錠50mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
50 MKC 121:50 50mg:50mg 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠50mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧本体ｺｰﾄﾞ(1005迄)

0711本体小型化
50 CH APL-50 裸錠 白～淡黄褐 有 ｱﾋﾟﾉﾗｸﾄﾝ錠50 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
50 CG 104 50mg:CG104 50mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄAPR50削除
50 AR 50 Tu AR-50:Tu AR-50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾘｽﾒｯﾄ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 辰巳化学 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9406まで)

50 PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和性心安
定剤

9805中止 9511PTP包装
のみ中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

50 PT 542 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9510
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾗｯｸｽ-
P(50mg)) 0304社名変更
（統合に伴い）

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｱﾎﾞﾋﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ 50mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消化管運動機能賦活剤 0302ﾋｰﾄ変更（50mg追
加） 0304大正富山医薬
品販売 9902ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 AVP-50 238 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠50 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 8902中止 薬価削除
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
50 MPI 130 MPI 130 50:BARNETIL 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠50 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用

剤
旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0210迄) 0104本体
外形，剤型(旧:裸錠)変更

50 Sc 105 Sc105 50mg BET50：
50mg

裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠50mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 50mg 三和化学研究所 精神神経用剤 0306SP→PTP 9802ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

50 VIDEX:50 裸錠 微黄白～淡 無 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽ錠50 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 50mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0911中止
50 BMS 402 50 BMS402:BMS402

50mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 日本ｱｯﾌﾟｼﾞﾖﾝ 抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9311まで) 9305製

造販売元変更 910823収
載

50 BMS 305 50 BMS305 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞS50)

50 B Z BZ 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ｳﾛﾘｰﾌﾟ錠50 ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 大洋薬品工業 高尿酸血症改善剤 9807収載 9807販売 ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 C 50 TTS-651 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｸｰﾍﾟﾗｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 高田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 900713収載
50 Sc 209 Sc209 CAR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾙﾅｸﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 010907収載(商品名，規

格表示変更 前:ｶﾙﾅｸﾘﾝ
錠50IU)

50 ZE 08 CCL50 ZE08:50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｾﾙﾐﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 全星薬品工業 循環障害治療剤 0301ﾋｰﾄ変更 010907収
載(規格表示変更)
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50
CFDN

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工
業

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，0402本体商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更
0310製造元社名変更

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工
業

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 911129
収載

50 糖衣錠 白 無 ｾｵﾉﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0712本体ｺｰﾄﾞ追加

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ50ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0606ﾒﾙｸﾎｴｲのみ中止
000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50
50

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｶｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

深在性真菌症治療剤 0809長生堂製薬中止
030704収載

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾃﾞﾉﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬・ﾏｲﾗﾝ製薬 経口抗真菌剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0812
長生堂製薬中止

50 Sc 220 Sc220 CHL-L50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸﾛｷﾅﾝL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 三和化学研究所 徐放性前立腺肥大症治
療剤

0312ﾋｰﾄ変更 980710収
載

50 糖衣錠 白 無 ﾗﾐﾝﾁﾙ錠50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 長生堂製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0007中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 CH-MC CH-MC 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄赤/わず
かに褐がかっ
た黄

ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0909商品名変更(前:ﾒﾄﾚｷ
ｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg)，ﾋｰﾄ若干
変更

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(090925ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯ
ﾄ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

50 裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘｽﾞﾑｻｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

不整脈治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽ
ﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg｢CH｣)，ﾋｰﾄ
裏ｺｰﾄﾞ削除等

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢CH｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(091113ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄ
ｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄ
080704収載

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠50mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

50 SY CI50SY 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50mg｢ｾｲｺｰ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 生晃栄養薬品 脳血流促進剤 9603中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ
の製品多数あり

50 裸錠 白 有 ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 塩野義製薬 排卵誘発剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠)
0612ﾋｰト若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載裏→表等)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205まで) 9702ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 Th 180 Th180 CLP50 50:CLP50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 920710
収載

50 328 CLS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 循環機能改善剤 9802中止 9603社名変更
同品名ｶﾙｼﾞｰﾙ錠200（ｱｾ
ﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ製剤)とは成分異
なる
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50 PH261 耳:CNZ50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳血流促進剤 9906中止
50 糖衣錠 微帯黄白 無 ｺﾒﾀﾐﾝ錠50 ｼｺﾁｱﾐﾝ 50mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9507中止
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

50 ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性解熱鎮痛消
炎剤

0508中止 0207ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載

50 H:H CP50:CP 50 KKC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲｸﾗﾎﾟﾛﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 海外製薬 循環障害改善剤 9907中止 920710収載
50 CR50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄

褐
ﾁﾙﾐﾒｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 鶴原製薬 不整脈用剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 940708収

載
50 50 CRM50:TTS-152 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 920710収

載
50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

50 CY 21 CRY-50 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾛｲｼﾝ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
50 CS 50 裸錠 白 無 ｼﾛｼﾅﾐﾝ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｻﾝﾄﾞ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 000707収載

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
50 CZ 50 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)

000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 CZ 50 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
50 DRT-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾉﾚｽﾄ50 ﾌｪﾝﾁｱｻﾞｸ 50mg 日本ﾜｲｽ-日本商事，ﾜｲ

ｽ･ｴｰｻﾞｲ
解熱鎮痛消炎剤 9112中止

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴
い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 Pfizer D05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9508

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
50 DK 617 DK617 DIL50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾀﾞｲﾄ-三和化学研究所 心・腎疾患治療剤 0711中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ｼﾞﾗ
ｾﾞﾐﾝ錠) 0208錠剤色調
(白さ増)，ﾋｰﾄ変更

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾚﾊﾞﾛﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg 塩野義製薬 高血圧治療剤 9008中止
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0204迄)
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病，うつ病，胃･

十二指腸潰瘍治療剤
旧本体･ﾋｰﾄ(0204迄)

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ50 ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 山之内製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9706ﾋｰﾄ
裏変更

50 E 50 TTS-275 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｱﾍﾞｰｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 高田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(090925ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯ
ﾄ錠50mg｢ﾀｶﾀ｣に変更)
050708収載

50 E 50 TTS-275 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 高田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｱﾍﾞｰｽ錠
50mg)

50 裸錠 白 無 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠50mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 50mg ｴｰｻﾞｲ 頻脈性不整脈治療剤 9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910823収載

50 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 筋緊張改善剤 9502ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

50 MO 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾃﾞﾚﾙ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 持田製薬 流早産防止･鎮痙剤 9409中止
50 EE 050 EE050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

50mg｢EMEC｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

50 EPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾅﾙﾄﾞ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業 筋緊張改善剤 0906日医工中止 0807販
売元変更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸ
ｽ)
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50 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠50mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

50 ETO-50:MECT KI-1225 糖衣錠 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9305中止
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神分裂病，うつ病，胃･

十二指腸潰瘍治療剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ)

50 FE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

50 FJ 050 FJ050：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲﾛﾐｱ錠 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

富士製薬工業 鉄欠乏性貧血治療剤 0506中止 03ﾋｰﾄ変更，裏
記号削除 9601変更

50 FN f 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0305ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000707収載

50 FRI 50 裸錠 白 有 ﾌﾘｸﾀﾝ錠｢三研｣50mg ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 三和化学研究所 降圧利尿剤 9108中止
50 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

50 G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 950707
収載

50 G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

50 G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0810ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

50 裸錠 白～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 931126収載

50 HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 北陸製薬 消化管運動賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 950825
収載

50 HC 803 50:HC803 Ganaton50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 北陸製薬 消化管運動賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9701ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

50 HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｱｽﾃﾗｽ製 消化管運動賦活剤 0504社名変更(合併)
50 GC5270:GC5270 耳:GC

M7 50mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉

富薬品
抗悪性腫瘍剤 0012中止 9901ﾋｰﾄ変更

50 GF50 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡緑 ｹﾞﾌｧｽﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 日清製粉-日清製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9603中止

50 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～黄 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0301ﾋｰﾄ変更 9705PTP
ｼｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 GFR-50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｱﾙｻﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 94中止
50 GLAXO T50 T50:Glaxo ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝﾃﾞｰﾄ錠50mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ α β 遮断性降圧剤 98ﾋｰﾄ裏変更(T50削除)，

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
50 MO 312 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 持田製薬 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9511中止
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤

251削除等)
50 GTN50 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾝﾄﾘﾝ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 全星薬品工業 自律神経調整剤 9203中止
50 GX CH1 GX CH1 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｲﾑﾗﾝ錠50mg ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 免疫抑制剤 0712商品名変更(前:ｲﾑﾗ

ﾝ錠) 0507ｺｰﾄﾞ，ｻｲｽﾞ変
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾊﾟｷｼﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 筋緊張改善剤 9809中止 940708収載
50 50H：20mg 硬カプセル 青/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

-ｱｽﾃﾗｽ製薬
胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載

50 50H：20mg 硬カプセル 青/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載
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50 錠剤 白～微黄 無 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

50 500μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

50 HC186 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9804ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 HD 050 25単位 HD-050：25単位 糖衣錠 淡橙 無 ｶﾙﾆｱﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 循環系障害改善剤 0304社名変更（前：菱山
製薬） 010907収載(商品
名，規格表示変更 前:ｶﾙ
ﾆｱﾁﾝS錠)

50 HD 080:50 HD-080 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｰﾙｽﾊﾟﾝ錠50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 精神安定･消化性潰瘍治
療剤

0306ﾋｰﾄ変更 0304社名
変更（前：菱山製薬）

50 糖衣錠 白 無 ﾊﾘﾄﾞｰﾙ腸溶錠50 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 50mg 住友製薬 脳血流障害改善剤 9804中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(50mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

50 HIL50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊｲﾗｸﾀﾝ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-東京田
辺製薬

脳血流障害改善剤 9105中止

50 HLC-50:COX 裸錠 黄 有 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 脳血流障害改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 TYK311 HOR50:50mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

50 TYK311 50:TYK311 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
50 HPC 003 HPC003:HPC003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｾﾉｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 原沢製薬工業･ｻﾝﾄﾞ，ﾎﾟｰ

ﾗﾌｧﾙﾏ
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0704販売社名変更(前:科
薬) 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ裏変更
(50削除)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾋｸﾞﾛﾐﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg わかもと製薬 気道粘液溶解剤 9505中止
50 HT 9G:50 HT9G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲｹﾙﾝ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 堀田薬品合成 β 遮断剤 9812中止 920710収載
50 HX50 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾞﾛﾓｯｸｽ錠 ｷﾈﾀｿﾞﾝ 50mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 降圧利尿剤 9307中止
50 CG 114 HYG50:CG 114 HYG50 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢50mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 50mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
持続性利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで)

50 IC 50 IC-50 裸錠 白～微黄白 無 ｹﾄﾌﾞﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｲｾｲ 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 IC 50 IC-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾎﾟｼﾄﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ｲｾｲ 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
50 ICI 214:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ

ﾈｶ薬品)
β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 14錠

ﾋｰﾄ表に曜日記載
50 ISCOTIN 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠50mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 50mg 第一製薬 結核化学療法剤 0512中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
50 ZE 110 ZE110 IT50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1012中止 1001沢井製薬

中止 050708収載
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 0801ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

0704販売会社社名変更
(前:科薬)

50 JD-JD-50 裸錠 白 無 ｼﾞﾝﾀﾞｼﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 仁丹ﾄﾞﾙﾌ 脳血流促進剤 9403中止
50 JG E50 JG E50 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 消化管運動賦活剤 080704収載
50 JGE50 糖衣錠 白 無 ｾﾞｵﾙｹﾞﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 三和化学研究所 去痰剤 9707中止
50 JG F50 JGF50 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢JG｣ ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 071203収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾊﾟﾚｽ錠
50mg)，承継に伴い(ﾏﾙｺ
製薬より)，ｺｰﾄﾞ変更

50 JK901 JK901 50mg：50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 経口抗真菌剤 0201製造元社名変更
9608ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

50 糖衣錠(楕円 橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
50 糖衣錠(楕円

形)
橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 9709ﾋｰﾄ

変更
50 K 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾘﾝﾀﾞﾛﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 循環障害改善剤 9901中止 010907収載(規

格表示変更) 940708収載
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50 K 50 KMN50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｸﾒﾅﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 ｴﾑｴﾌ 循環障害改善剤 99中止 9603社名変更
940708収載

50 K 50 CLR 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 940708収
載

50 KB A50 KB A50 裸錠 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠50 ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0102迄) 990219
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

50 KB R50 R50 裸錠 橙 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.5｢ｶﾈﾎﾞｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 血圧降下剤 9804中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 KB:RL 50 RL50:KB RL50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ うつ病･うつ状態治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0105迄) 910823
収載

50 KH 006 KH006 50mg:KH006 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 5-FU錠50協和 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗悪性腫瘍剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

50 KJ:50 HT12K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶﾘｼﾞｬｽﾄ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 堀田薬品合成 循環障害改善剤 旧ﾃﾞｰﾀ 0003承継(陽進堂
へ) 9911中止 920710収

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9702ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 KN:50 KN286 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾄﾞﾘﾝF錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 小林化工 循環系作用物質製剤 1011中止
50 KP 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 小児用ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠50mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 50mg 杏林製薬 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

50 KW F50 KW F50:KW F50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ｱﾒﾙ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 KW SA50 50:KW SA50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 共和薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 KYO601 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾐﾉｽﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 京都薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9301中止
50 KYO 603 KYO603 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉｽﾀｼﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 京都薬品工業 抗生物質製剤 0410中止
50 239 LBS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾍﾞｽﾄﾆﾝ錠50 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 α β 遮断剤 94中止 920710収載
50 MH 705 500：500mg  MH705 裸錠 白 無 乳石錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 乳酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｶﾙｼｳﾑ剤 080201収載(商品名変

更，前:乳石錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

50 μ g 裸錠(長方形) 薄黄 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠50μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1104迄) 1004販
売元変更(前:日本ｲｰﾗｲﾘ

50 FY202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾌﾟｽｹﾞﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 富士薬品 心臓選択性β 遮断剤 03頃中止 97ﾋｰﾄ変更
(LIP50削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 920710収載

50 RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾗﾅｶｰﾄ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 循環機能改善剤 8906中止
50 LOB-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺﾍﾞﾙｼﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 循環機能改善剤 9304中止
50 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ

変更
50 糖衣錠 青緑 無 ｴﾙｶｽﾄSS ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 50mg 同仁医薬化工 軟部腫脹治療剤 0207中止
50 CG:205 LUD50:CG 205 LUD50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 暗橙 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 四環系抗うつ剤 1104中止
50 LV 50 裸錠 白 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠50μ g｢ｻﾝ

ﾄﾞ｣
ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g ｻﾝﾄﾞ 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0606商品名変更(前:ﾚﾎﾞﾁ

ﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠50μ g｢ﾍｷ
ｻﾙ｣) 富士製薬工業のも
のとﾋｰﾄ異なる

50 LV 50 LV50 50:50μ g 裸錠 白 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠50μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g ｻﾝﾄﾞ-富士製薬工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0611ﾋｰﾄ変更，商品名変
更に伴い 0606商品名変
更(前:ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ
錠50μ g｢ﾍｷｻﾙ｣) ｻﾝﾄﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

50 LV 50 LV50:50μ g 裸錠 白 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠50μ
g｢ﾍｷｻﾙ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g ｻﾝﾄﾞ-富士製薬工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0512迄，ｻﾝﾄﾞと同
じﾋｰﾄになった)

50 m 50 TTS-635 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠小児用
50mg｢ﾀｶﾀ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 高田製薬･大原薬品工
業，塩野義製薬

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更
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50 M50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

50 M 50 裸錠 微黄白 無 ﾒﾉﾎﾟｻﾑ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 富士製薬工業 自律神経調整剤 0011中止 9605ﾋｰﾄ変更

50 糖衣錠 白 無 ﾏﾝﾚｰﾄ錠 ｸｴﾝ酸ﾆｶﾒﾀｰﾄ 50mg 東京田辺製薬 末梢血流改善剤 9502中止 9310本体刻印
50 KW 669

MAJ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業-大日本製

薬
抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9607販売

50 MA50SY 糖衣錠 淡黄 無 ﾒﾝﾃﾅﾝ錠｢50mg｣ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 生晃栄養薬品 自律神経賦活剤 9412中止
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 第一三共 消炎鎮痛剤 0903中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
50 RY-11.A.50 RY-11.A.50：50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾅﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0508中止 0212ﾋｰﾄ表ｺｰ

ﾄﾞ追加
50 KI 2197 MET-50:MECT KI-2197 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾒﾙﾄﾛｼﾞﾝ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ﾒｸﾄ 脳血流促進剤 9306中止
50 MH 122 MH122 50mg:MH122 50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾒﾙｸ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 旧品名(090515ｼﾛｽﾀｿﾞｰ

ﾙ錠50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

50 MH:50 MH050 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾆﾒﾙｸ錠75)

50 MH:50 MH050 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090515ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

50 MK:50 MZ-K50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸﾗｲｽﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 三笠製薬 循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 940708
収載

50 MPI MK50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾐｹﾄﾘﾝ錠50 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 50mg 三井製薬工業 抗うつ剤 8807中止
50 MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄

黄褐
ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708

収載
50 MLD 50mg  MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄

黄褐
ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9804
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9407収載

50 MLD 50mg  MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

50 MPI 120 MPI120:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾗﾄﾞｰﾙ錠50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0204ﾋｰﾄ表
MP1120追加等

50 MS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

50 Th422 MST50:MST50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 不整脈治療剤 9707中止 940708収載

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)

50 MY-50 CHAR MY-50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾚﾙﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 前田薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9303中止 900713収載
50 KTB 21 MYO･50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 寿製薬 筋緊張･循環改善剤 旧ﾋｰﾄ 9206変更
50 n 201 腸溶錠 橙 無 ｶﾘｸﾛﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 日医工 循環系調整剤 0201ﾋｰﾄ50単位，裏品名

記載 010907収載(規格表
示変更)

50 NMB 62 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0906迄)
0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

50 n 050 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0906本体ｺｰﾄﾞ変更
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50 裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(50mg) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 50mg 日本新薬 消炎酵素剤 0203ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 TKS 257 TKS257 50mg:50mg 裸錠 白 有 ﾅｰｶﾘｼﾝ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
興和ﾃﾊﾞ

尿酸排泄薬 1001販売元変更(前:興
和，興和創薬)

50 NC A50 NCA50:50 NCA50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 NC CF NCCF：50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾝ錠50 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 9710ﾃﾞｻﾞｲﾝ変更等

950526収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 NK 7025 50 NK7025 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/赤紫 ｽﾀﾗｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾀﾗﾋﾞﾝｵｸﾎｽﾌｧｰﾄ 50mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 0606ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏，商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)) 921127収載

50 NK7012 50:NK7012 軟ｶﾌﾟｾﾙ 明赤橙 ﾗｽﾃｯﾄ50 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 9403中止
50 NK 7015 50 NK7015 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙

(白帯)
ﾗｽﾃｯﾄSｶﾌﾟｾﾙ50mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗｽﾃｯﾄS50)
931203収載

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 50mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

鎮痛･抗炎症剤 0006中止 9712本体，ﾋｰﾄ
変更(製造元変更)

50 NOM 305:50 NOM305:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｷｼﾚｰﾄ錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ｱｲﾛﾑ製薬･三和化学研
究所

不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0604製造販売会社社名
変更(前:小林製薬工業)
0004製造元変更(前:日清

50 NP 50 50mg:NP-50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢NP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

50 NSR 50:Pfizer NSR 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾗﾗ錠50mg ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ 0912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
070921収載

50 n SU50
Y-SU50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

虚血性心疾患治療剤 9907中止 9811変更

50 n SU50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0305ﾋｰﾄ表50mg追加，裏
ｶﾀｶﾅ記載など

50 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢50｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9612中止 8712ｼｰﾄ変更
50 NVR 50mg 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ

ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)
0702本体ｺｰﾄﾞ変更

50 50 錠剤(口腔内崩
壊錠)

微黄～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 100528収載

50 OG01 OG01 Otsuka 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 ﾊｲｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 大塚製薬 高脂血症治療剤，心身症
治療剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲｾﾞｯﾄ錠50)
0106ﾋｰﾄ変更 9706ﾋｰﾄ表
変更(50削除)，商品名記

50 OG31 OG31 Otsuka 50mg:50mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚﾀｰﾙ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大塚製薬 抗血小板剤 1103中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾚ
ﾀｰﾙ錠50)

50 O G:21 OG21 Otsuka 50μ g:50μ
g

裸錠 白 有 ﾒﾌﾟﾁﾝ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 大塚製薬 気管支拡張剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾟﾁﾝ錠)
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など

50 OH-163 50mg 糖衣錠 白 無 ｽﾓﾅｰｽ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大原薬品工業 筋緊張･循環改善剤 0712中止 0111ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

50 OH-158 OH-158 50mg:50 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 940708収載

50 糖衣錠 白 無 ｵﾘﾊﾞｰ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9102製造
元(三全->東亜)

50 OL-50 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 ｵﾘﾊﾞｰ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0406中止 0304ﾋｰﾄ変更
50 M124 M124 ON-500 裸錠 灰褐 有 ｵｷｿﾗﾆｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 模範薬品研究所 合成抗菌剤 9003中止
50 O.S A-50 AR-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
50 O.S CR-50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/肌 ｺﾗﾁｰﾑ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血流促進剤 9804中止

267 / 332 ページ



50 O.S M50 O.S-M50 50mg:50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄ表
面には月→日の表示有り

50 OVT050 DOJ 糖衣錠 白 無 ｵﾘﾋﾞﾀ錠 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 同仁医薬化工 自律神経失調治療剤 中止
50 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症，心身症(更年

期障害，過敏性腸症候
群)治療剤

0104中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

50 50 PH163：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾌｧﾙﾐﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，共和薬品工業

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

50 Sc 292 Sc292 PIL-50:50mg 錠剤(楕円形) 白 有 ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩錠
50mg｢三和｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 三和化学研究所 不整脈治療剤 070706収載

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製
薬

持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202
収載

50 PKL 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾘｶｯﾌﾟﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｲｾｲ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾘｶｯﾌﾟﾙ)

50 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
50 PSC50 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾊﾟﾝｻﾒｰﾄ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 同仁医薬化工 消化性潰瘍治療剤 中止
50 R:50 HT14C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾘﾝｸﾞﾍﾞﾝ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 堀田薬品合成 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 950707収載
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0701ﾋｰﾄ裏記

0301販売
50 RA50 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 060701
販売元変更(前:ﾊﾞｲｴﾙ薬
品)，ﾋｰﾄ変更 杏林製薬
のものとﾋｰﾄ異なる

50 MO 283 MO283 糖衣錠 淡青 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 持田製薬 循環機能改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠)

50 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 富山化学工業 解毒剤 9604中止
50 REN50mg 糖衣錠 白 無 ﾚﾝｶｰﾙ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｲｾｲ 抗痙縮剤 9501中止
50 RLL A50 RLL A50:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢RLL｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
ｱｲﾛﾑ製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
080704収載

50 RN 50:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 KB 21R50 裸錠 白 無 ﾛｲﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 脳血流促進剤 9905中止 97ﾋｰﾄ記号削
除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 RN 裸錠 白 有 ﾗｳﾅﾝｽ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 尿酸排泄薬 0010中止 970130承認
9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

50 RT 50 RT:RT114SV 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾐｿｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9403中止
50 RURH RURH 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾘｽﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801

販売元変更(前:中外製
50 RURH RURH 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾘｽﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801

販売元変更(前:中外製
50 S 050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲﾛﾐｱ錠 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
富士製薬工業 鉄欠乏性貧血治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9601まで) 940708

収載
50 S 50 S50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 精神神経用剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

50 S 50 TTS-191 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 高田製薬 統合失調症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)
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50 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)
0306ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

50 S･AD 50 S･AD50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 S･ｱﾄﾞｸﾉﾝ錠50 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

50mg 白井松新薬 放射線障害治療剤 9908中止 9711ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 SANDIMMUN 軟ｶﾌﾟｾﾙ 明黄赤 ｻﾝﾃﾞｨﾐｭﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭ-ﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

0305ﾋｰﾄ商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)，SANDOZ削除 00製
造元変更 901129収載

50 50 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠50 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社

名変更
50 SFC 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃

炎･胃潰瘍治療剤
0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

50 SG 50 SG50 50mg:SG50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢DK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 TKS 150 TKS150 50mg:50mg 裸錠 白 無 ｼｰｸﾞﾙ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 精神･情動安定剤，消化
性潰瘍治療剤

0501中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

50 SH 50 SH50 50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢ｼｮｰﾜ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 昭和薬品化工 高尿酸血症治療剤 101119収載
50 SH 50 SH50 50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢三和｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-三和化学研究

所
5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 SHK50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 全星薬品工業-全星薬品 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

旧品名(0806ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩
酸塩錠50mg｢ZE」に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

50 KTB-S2  KTB-S2 50mg KTB S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 寿製薬 狭心症･不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶｼﾞﾛｰﾙ50ｶ
ﾌﾟｾﾙ)

50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 1002ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

50 S･M50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾐﾄﾞﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 寿製薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(03頃迄)
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更

(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)
50 Th801 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化性潰瘍治療剤 91中止
50 S 50 SRP50 裸錠 白 有 ｾﾛﾌｪﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ 排卵誘発剤
50 Th 174 Th174 SR50T:SR50T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神情動安定剤，胃･十

二指腸潰瘍治療剤
9808中止

50 SS 050 SS050 裸錠 黄 有 ｽｷﾉﾝ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴｽｴｽ製薬 うっ血性心不全治療剤 01頃中止
50 SSP 50:50 SSP50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢ｻﾝﾄﾞ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ｻﾝﾄﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 SV 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

50 SEARLE 701:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾｰﾌﾞﾃﾝｽ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 心臓選択性β 遮断剤
50 SW 082 SW-082 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾀﾘｯｸ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 沢井製薬 心・腎疾患治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾝﾀﾘｯｸ) 0002
本体変更(082追加)，ﾋｰﾄ
変更(50追加)

50 SW AB50:50 SW-AB50:50 mg 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 091113収載
50 SW 385 SW-385 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ

ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0205ﾋｰﾄ50mg追記など
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AO50)
削除

50 SW 410 SW-410 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬 抗潰瘍･精神用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT50)
0212ﾋｰﾄ変更

50 SW CFN 50 SW-CFN50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

50 SWCM 50 SW-CM50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢ｻﾜｲ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

50 SW-085:SW-CN50 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50｢ｻﾜｲ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 脳血流促進剤 92中止
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50 SWCZ 50 SW-CZ50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
50mg｢ｻﾜｲ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 070706収載

50 SW SW-DX50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾞｷｻ錠50 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 89中止
50 SW 344 SW344 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾁｰﾑ錠50 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
沢井製薬 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 03頃ﾋｰﾄ変更 940708収

載
50 SW ITD50:50 SW-ITD50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬 消化管運動賦活剤 080704収載

50 SW-KN50 糖衣錠 橙 無 ｹﾝﾄﾝ50 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 89中止
50 SW 693 SW-693 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ50)
0308ﾋｰﾄ変更，表50追加
等 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR50)削除

50 SW-295 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅﾎﾟﾝ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 沢井製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗悪性腫瘍剤 98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
LP50)削除

50 SW-914 SW-914:SW-LS 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 9208中止
50 SW ML50:50 SW-ML50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg

｢ｻﾜｲ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
091113収載

50 SW-928 SW-928 50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 不整脈治療剤 0012ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ裏SW-
MLA50削除

50 SW-242:SW-MP50 糖衣錠 白 無 ﾏｽﾋﾟﾛﾝ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 沢井製薬 自律神経賦活剤 9409中止
50 SW 428 SW-428 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｿﾞﾙﾐﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 沢井製薬 心臓選択性β 遮断剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-MZ50)

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
50 SW SPT:50 SW-SPT50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 沢井製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 胃炎･胃潰瘍治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9310ﾋｰﾄ変更

50 CG 211 50mg：50mg CG 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠50mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤･抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ

0208ﾋｰﾄ変更 9712ﾋｰﾄ裏
変更(SYM50削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 328 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 9802収載，ﾋｰﾄ裏一般名
記載（ｶﾀｶﾅ）

50 T 50 50：Ｔ50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 抗狭心症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

50 T 50 TTS-267 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 高田製薬 抗狭心症剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

50 T 17 50mg:T17 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤
0304大正富山医薬品販

50 T291 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾛﾝ50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大正製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9503中止
50 T 290 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾛﾝ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬

品
粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0304大正富山医薬品販
売 0207ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

50 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠50 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 50mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)

50 50 T650 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬
品

抗ﾘｳﾏﾁ剤･ｳｲﾙｿﾝ病治
療剤･金属解毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
50) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

50 糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 山之内製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9705ﾋｰﾄ
裏変更

50 TA 006 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠(50mg) ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 50mg 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9304中止
50 TC440 TC440 50mg:TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 95ﾋｰﾄ裏変

更 950317収載
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50 THEO-DUR 50 裸錠 白 無 ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠50mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 50mg 田辺三菱製薬 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾃｵﾄﾞｰﾙ

50 TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾚﾍﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載 本
体同記号，同成分他4品
目有

50 YT F2 YT-F2:YT-F2 TEB-D50 口腔内崩壊錠 白 有 ﾃﾙﾎﾞﾐﾝD錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 心臓選択性β 遮断剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 990315承
認 9907販売

50 Th 275 Th275 TEN50 糖衣錠 淡青 無 ﾃﾝｻｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 循環機能改善剤 92中止
50 TF 50 TTS-157 50mg:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

50mg｢ﾀｶﾀ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

50 TI50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒﾘｱｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬-富士ｶﾌﾟｾﾙ 不整脈治療剤 9901中止 940708収載

50 TKS 50 TKS50 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾉｲﾌｧﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
50

耳:TMG-50mg
糖衣錠 白 無 ﾁｱﾐﾉｹﾞﾝ(糖衣錠)50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経賦活剤 9504中止 9409ﾋｰﾄ表裏

をｺｰﾄﾞ化
50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠50 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 50mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
50 PH 275 TO50:PH275 50 Y-TO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､

吉富薬品
不整脈治療剤 0012中止 960705収載

50 TO 082 裸錠 白～淡黄 有 ﾕﾘﾉｰﾑ ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 経過措置(060331迄)，旧
本体(050610迄)，品名変
更(新:ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg)に
伴い

50 Tw 012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾉﾍﾞｼﾞｰﾙ錠50mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 060707収載
50 Tw425  Tw425 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 070706収載
50 Tw 713 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｸﾓｰｽ錠小児用50mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 東和薬品 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
50 TOZ 50 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠50(東

京田辺)
ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東京田辺製薬 自律神経賦活剤 9303中止

50 TP 187 TP-187 50mg:50mg 裸錠 白 無 ｺﾞｸﾐｼﾝ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，
三笠製薬，ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

胆･肝・消化機能改善剤 0504社名変更(前：竹島
製薬) 0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ裏か
ら表へ

50 TP 172 TP-172 50mg：50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾊｲﾐｼﾞﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 自律神経調整剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲﾐｼﾞﾝ錠)

50 TPK-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠50｢科薬｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 科薬 循環機能改善剤 9912中止
50 MO 234:50 MO234 裸錠(形状:長

円形)
白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠50mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 50mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

50 A35 TSU029 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾈﾐｰﾙ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 鶴原製薬 持続性心選択性β 1遮断
剤

0806商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ﾐｰﾙ錠)

50 TSU148 50単位：50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾀｺﾞﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 鶴原製薬 循環障害改善剤 011221収載(規格単位表
現の変更)

50 TSU906 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚｽﾎﾟﾘｰﾄ錠50mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 鶴原製薬 α β 遮断剤 920710収載
50 TTM-50 耳:TTM-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｯﾌﾟ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-三菱東京製薬 抗悪性腫瘍剤 0011中止
50 Tu 50 TU 50:TU 50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

50mg｢TCK｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 辰巳化学 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

50 Tu CB･050 Tu CB･050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾁﾖﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 不整脈治療剤 920710収載
50 Tu-CL 050 Tu CL-050 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｺﾛﾝﾒﾝ錠｢50｣ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ 虚血性心疾患治療剤 0611本体ｺｰﾄﾞ追加
50 Tu CT-50 糖衣錠 黄 無 ｼｽﾁﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 辰巳化学 気道粘膜疾患治療剤 96中止
50 Tu EG-50 裸錠 白 有 ｴｸﾞﾚﾝ錠｢50｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 辰巳化学 脳血流障害改善剤 9905中止
50 Tu EO-050 Tu EO-050 糖衣錠 白 無 ｴﾎﾞﾝﾄﾝ錠｢50｣ 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 辰巳化学 筋緊張･循環改善剤 900713収載
50 TPR 237 Tu FR-050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾌｫﾙﾃｲｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 辰巳化学 胃炎･胃潰瘍治療剤 9902中止 970711収載 本

体同記号，同成分他4品
目有

50 Tu GB Tu GB-50 裸錠 微黄白 無 ｹﾞｰｽﾍﾞﾝ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 辰巳化学 自律神経調整剤 0708中止
50 Tu IL-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾚｯﾄ錠｢50｣ 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9312中止
50 Tu-KS 050 Tu KS-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸｼｾﾐﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ β 遮断剤 920710収載
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50 Tu-LA 50 Tu LA-50:Tu LA-50 裸錠 淡黄～黄 無 ﾗﾋﾞﾝ錠50mg ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 辰巳化学 粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

000707収載

50 Tu-LM 50 Tu LM-50 裸錠 白～微黄白 有 ﾗｯｶﾙﾐﾝ錠｢50｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 辰巳化学 利尿降圧剤 9912中止
50 Tu MA･050 Tu MA･050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄

黄褐
ﾓﾊﾞﾚｰﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 辰巳化学 不整脈治療剤 940708収載

50 Tu MG･050  Tu MG･050 Tu MG･050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏｰｹﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗潰瘍･精神神経用剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｰｹﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾ

50 Tu-MG 050 Tu MG-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ﾏｰｹﾞﾉｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗潰瘍･精神神経用剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｰｹﾞﾉｰﾙ錠)

50 Tu ML-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾙﾘﾝ錠｢50｣ ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9312中止
50 Tu-MZ 050 Tu MZ-050 0.5:Tu MZ-

050
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾓｰｽﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
精神安定剤 940708収載

50 Tu RN-050 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.5｢ﾀﾂﾐ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 辰巳化学 降圧剤 96中止
50 Tu TP・50  Tu TP・50 TuTP・50：TuTP・50 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾀﾂﾋﾟﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
不整脈治療剤 050708収載

50 Tu TR:0.5 Tu TR-050 0.5:Tu TR- 裸錠 白～微黄白 有 ﾀｰｹﾞﾛﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 辰巳化学 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0008中止 950707収載
50 Tw:AS 50 Tw.AS50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽｸｰﾙ錠50 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 α β 遮断剤 920710収載
50 Tw EP 糖衣錠 白 無 ｴﾍﾟﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東和薬品 筋緊張症候改善剤

加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｴﾍﾟﾙ錠)
920710収載

50 Tw GP 裸錠 白～微黄白 無 ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾑ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 東和薬品 自律神経調整剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾑ錠)

50 Tw:M50 Tw.MINO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 950707収載
50 Tw.ORT50 糖衣錠 白 無 ｵﾙﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 自律神経賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ（0302迄）
50 50:Tw.PEX50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ﾍﾟｸｽﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東和薬品 組織修復性抗潰瘍剤 95中止
50 Tw:PZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg｢

ﾄｰﾜ｣
塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟｾﾞﾗﾝ錠50)，

50 Tw SPL50 Tw.SPL50 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠50｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 東和薬品 利尿降圧剤 9310中止
50 Tw:SS Tw.SS50 50U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｻｲﾓﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 東和薬品 循環器用剤 010907収載(規格表示変

更)
50 Tw:TM 50 Tw.TM50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾜﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 β 遮断剤 920710収載
50 TYK199 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
β 遮断剤

50 TYK 238 TYK238 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾀﾁﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 大正薬品工業 循環系作用酵素製剤 9904中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収

50 50:TYK117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱｽﾏﾘﾝ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

循環機能改善剤 9810中止

50 TYK226 50 裸錠 微黄白 無 ﾄﾙﾊﾞﾅｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 自律神経調整剤
50 TZ 243 TZ243 50:50単位 TZ243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｻｰｸﾚﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 あすか製薬-武田薬品工 循環障害改善剤 03頃ﾋｰﾄ変更
50 Tw:SS Tw.SS50 50U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｻｲﾓﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 東和薬品 循環器用剤 010907収載(規格表示変

更)
50 裸錠 白 無 ｳﾙｿｻﾝ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名，ﾋｰﾄ（0407迄)，

品名変更に伴い
50 US 50 US 50mg 裸錠 白 無 ｳﾙﾃﾞﾅｼﾝ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 大洋薬品工業 肝･胆･消化機能改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏一般

名記載(ｶﾀｶﾅ)
50 PT 094 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9004中止
50 PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)
50 PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

50 V.E.50 糖衣錠 橙 無 ﾊﾞﾅｰﾙE50 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 旧ｺｰﾄﾞ（03頃迄）
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50 Pfizer:VGR50 VIAGRA50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 50mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1102迄) 薬価
未収載

50 Pfizer:VGR50
50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 50mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 1102ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

50 OI7 OI7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大蔵製薬-ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ，
昭和薬品化工，ﾏｲﾗﾝ製
薬

循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄)，承継に
伴い(新:辰巳化学) 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

50 Pfizer：VOR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載
50 裸錠 白 無 ﾊﾞｽﾌﾟﾚﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳血流障害改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

50 糖衣錠 赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0108本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

50 Y:BT 50 50mg:Y-BT50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾁｰﾙ錠50mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ｽﾙﾄﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

全星薬品工業-田辺三菱
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系抗精神病剤 100528収載

50 Y CF50 Y-CF50 50mg：50mg Y-
CF50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾌｪｸﾄﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）等

50 Y CH50 糖衣錠 橙黄 無 ｸﾛﾁｷｾﾝ糖衣錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 50mg 吉富製薬 精神神経安定剤 9404中止
50 Y CO50 Y-CO50 50mg：50mg 糖衣錠 淡黄 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠50mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0302ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
0207商品名変更
(前:50mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)

50 Y CR50 Y-CR50 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｸﾚﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0309ﾋｰﾄ変更

50 YD050 裸錠 微黄白 無 ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 陽進堂 自律神経調整剤 940708収載
50 Y DF50 Y-DF50 50mg：50mg 糖衣錠 緑 無 ﾃﾞﾌｪｸﾄﾝ糖衣錠50mg 塩酸ｶﾙﾋﾟﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0512頃承継
(長生堂製薬より) 0411製
造元変更

50 Tw 106 Y-EPC50 50μ g:Tw106
50μ g Y-EPC50

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 気管支拡張剤 0012中止 960705収載

50 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ･吉富薬品

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

50 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

50 Y LV50:50 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠50mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0506ﾋｰﾄ変
更，表ｺｰﾄﾞ削除 010706
収載(商品名の変更 前:ﾚ

50 Y-NO50 Y-NO50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 50mg 吉富製薬 鎮痛･抗炎症剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
50 Y PA50 Y-PA50 50mg：50mg 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｰｷﾝ糖衣錠(50) 塩酸ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾐﾝ 50mg 田辺三菱製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0509製造販
売元変更，承継に伴い
(長生堂より)

50 Y PY50 糖衣錠 白 無 ﾌﾟｼﾄﾐﾝ糖衣錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾗｼﾞﾝ 50mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 精神神経安定剤 0012中止
50 YSP 008:50 YSP:YSP 錠剤 白 有 ﾕﾛｼﾝFC錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｹﾐｯｸｽ 心臓選択性β 遮断剤 04頃中止 9912承継(永信

薬品より) 9907販売，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 Y SU50 Y-SU50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 脳血管障害･虚血性心疾
患改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9811まで)

50 ZE 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢
ZE｣

塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 全星薬品工業-全星薬品 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0806商品名変更(前:ｼｷﾀ
ﾝ)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

50 ZE 50 ZE50 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾏｻﾄﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 全星薬品工業-全星薬品 高尿酸血症治療剤 101119収載
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50 Pfizer:ZLT 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠50mg 塩酸ｾﾙﾄﾗﾘﾝ 50mg(ｾﾙﾄﾗﾘ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

060601収載

50 ZNC 214:50 50mg:ZENECA 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 9311変
更 14Tﾋｰﾄ表に曜日記載

50 Th 152 Th152 ZPT50:ZPT50 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 920710収載
50 ZT 1:☆ORGANON ZT1:50mg ZT1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg ｵﾙｶﾞﾉﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ)-三共(日

本ｵﾙｶﾞﾉﾝ輸入)
不整脈･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 921127

収載
50 310 γ -50 310 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢ﾅｶﾉ｣

50mg
ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 94中止

50 KB 12O50 γ Z50 耳:γ -OZ50 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止
50 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ 50 50mg:50mg 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠50mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 1005本体ｺｰﾄﾞ変更
50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾚﾄﾞ50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ:ｻﾚﾄﾞ50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 50mg 藤本製薬 抗多発性骨髄腫剤 100423収載
50 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg SW-148 SW-148 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ

50mg｢ｻﾜｲ｣
ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080704収載

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1103ﾋｰﾄ変更
50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg SW-884 SW-884 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻ

ﾜｲ｣
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ50)

50 ﾘｽﾋﾟﾝ 50mg SW-685 SW-685 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 090515収載
50 ﾘﾏﾁﾙ 50 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠50mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ

ﾏﾁﾙ50） 9710本体変更，
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

1010ｺｰﾄﾞ変更

50 耳:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｴﾗﾐﾝﾄ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大興製薬 循環機能改善剤 中止
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十

二指腸潰瘍治療剤
0208ﾋｰﾄ変更，商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）等 020705収載
(商品名変更 前:ｹﾞﾌｧﾆｰﾙ
ｶﾌﾟｾﾙ)

50 糖衣錠 赤 無 ﾍﾞﾝﾁﾙ錠 塩酸ｼﾞｻｲｸﾛﾐﾝ 10mg 塩野義製薬 鎮痙･鎮痛剤 9203中止
50 裸錠 白～帯黄白 有 ｿﾙﾌｧ50mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 50mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
50 KN 223 KN223 15mg 裸錠 淡紅 有 ｺﾌﾍﾞﾀﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 小林化工 鎮咳剤 0001中止 95変更
50 KN 231 KN231 50mg 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾛﾌｧｰﾙ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 小林化工 粘膜保護･組織修復胃

炎･胃潰瘍治療剤
0910中止

50 KN 269 KN269 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉﾐﾛｰﾙ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 小林化工 心臓選択性β 遮断剤 0712商品名変更(前:ﾃﾉﾐ
ﾛｰﾙ錠)

50 KN:50 KN286 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾄﾞﾘﾝF錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 小林化工 循環系作用物質製剤 1011中止
50 糖衣錠 黄 無 50mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 50mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透

明
ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更

前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ50)，ﾋｰﾄ変更
51 S1 S1 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾌｿｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤

持続性Ca拮抗剤
080704収載

51 MH 051 MH051 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg ﾒﾙｸﾎｴｲ H2受容体拮抗剤 旧本体(0205迄) 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

51 Pfizer:CDT 051 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠4番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

51 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾀｿﾞﾅ錠50)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

51 裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
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51 EE 51 EE51 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ錠100｢EMEC｣ ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 広範囲経口抗菌剤 0007販売 000218承認
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

51 51H:40mg 硬カプセル 淡黄/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載

51 錠剤 白～微黄 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

51 IC 51 IC-51 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾃﾉﾘｽﾞﾑ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｲｾｲ 心臓選択性β 遮断剤 0806商品名変更(前:ｱﾃﾉ
ﾘｽﾞﾑ錠)

51 JG 51:25 JG 51 25:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

51 JG E51 JG E51 50:50 裸錠 白 無 ﾚﾌﾟﾀｰ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 肝･胆･消化機能改善剤 0908ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前:扶桑薬品工業)

51 KC 51 KC51 60μ g:60μ g 裸錠(徐放性) 白～黄みの
白

無 ﾍﾞﾗｻｽLA錠60μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 60μ g 科研製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ（PGI2)
誘導体徐放性製剤

071214収載

51 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾍﾞﾄﾞﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 興和新薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9401中止 900713収載
51 KWP-51 糖衣錠 淡桃 無 ｾﾝﾅｻｲﾄﾞ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｿﾙﾍﾞｲ製薬 緩下剤 9310中止

51 MH:51 MH051 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾆﾒﾙｸ錠150)

51 MH:51 MH051 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090515ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

51 NMB 940 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠50 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 50mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

51 NS 51 NS505 10:10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)
020705収載

51 NS 51 NS51 10:10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ H2受容体拮抗剤 1003ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
51 OG:51 OG51 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｨｽﾞﾘﾝ錠30mg 塩酸ﾓｻﾞﾊﾞﾌﾟﾀﾝ 30mg 大塚製薬 V2-受容体拮抗剤 060915収載
51 OH 51:0.5 OH-51 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌﾟｾｰﾌ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大原薬品工業 精神安定剤 920710収載
51 SYT051 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹｲﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 三恵薬品 精神安定･抗潰瘍剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｹｲﾁｰﾙ)
51 t51 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾛｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0802中止 050708収載
51 TG 51:1 TG 51 1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

51 YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
日医工のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ

51 YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
陽進堂のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ

51 YD 051 裸錠 白 無 ﾖｳｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠250mg｢YD｣) 日医
工のものとﾋｰﾄ異なる  三
恵のｹｲｻﾐﾝ錠250mgと本
体ｺｰﾄﾞ同じ

51 YD 051 裸錠 白 無 ﾖｳｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠250mg｢YD｣) 陽進
堂のものとﾋｰﾄ異なる 三
恵のｹｲｻﾐﾝ錠250mgと本
体ｺｰﾄﾞ同じ
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51 ZE 51 Y-ZE51:Y-ZE51 裸錠 白 無 ﾏｻﾄﾝ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

高尿酸血症治療剤 01中止 0010販売

51 ZE 51 MST:100mg 裸錠 白 無 ﾏｻﾄﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 高尿酸血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｻﾄﾝ錠)

51 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾒｿﾞｶﾙN錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大興製薬 循環機能改善剤 9904中止 900713収載
51 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾌﾟｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 大日本住友製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経

機能改善剤
0707ﾋｰﾄ記号変更(DPS-
>DOPS) 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞﾌﾟ
ｽｶﾌﾟｾﾙ100) 0208ﾋｰﾄ変

52 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9708ﾋｰﾄ
変更

52 52C：4mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道粘液溶解剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠)

52 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾀｿﾞﾅ錠
100)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

52 裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

52 EE 52 EE52 200：200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ錠200｢EMEC｣ ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 広範囲経口抗菌剤 0007販売 000218承認
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

52 EKT-52 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴよく苡仁湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳよく苡仁湯ｴ
ｷｽ錠)，社名変更に伴い

52 FZ 52 FZ52 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｯﾄS錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 肝疾患治療剤 0105中止 0006製造元変
更 9706ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

52 h 052 h-052 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｺﾛｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝性強心剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0801ﾋｰﾄ表10mg追加

52 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠80mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

100924収載

52 IC 52 IC-52 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻﾍﾟｽﾛﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ｲｾｲ 消化管運動調律剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾍﾟｽﾛﾝ錠)

52 JG 52:50 JG 52 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

52 JG E52 JG E52 100:100 裸錠 白 有 ﾚﾌﾟﾀｰ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 肝･胆･消化機能改善剤 0908ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前:扶桑薬品工業)

52 KC 52 KC52 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢科
研｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

52 KWP-52 糖衣錠 白 無 ﾖｼﾐﾛﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 虚血性心疾患治療剤 8907中止
52 NMB 943 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継

に伴い(万有製薬より)
52 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾ

52 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾ

52 NS 52 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾆｯｼﾝ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日新製薬 持効性Ca拮抗剤 060707収載
52 OG 52 OG52 Otsuka

300mg:300mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠300mg 塩化ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ 300mg 大塚製薬 ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠
300) 0205ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

52 OH 52:1 1:OH-52 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌﾟｾｰﾌ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大原薬品工業 精神安定剤 920710収載
52 TG 52:3 TG 52 3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

52 TYK52 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/乳白 ｺｽﾌﾟﾛﾝ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 大正薬品工業 膵･胆道系鎮痙剤 9303中止
52 YD 052 YD052 裸錠 白～帯黄白 無 ﾓﾝﾀﾙｼﾞｰ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 骨粗鬆症治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾓﾝﾀﾙｼﾞｰ錠)
52 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛｲｱﾝC錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大興製薬 H2受容体拮抗剤 0609中止 900713収載
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52 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾌﾟｽｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 大日本住友製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

0707ﾋｰﾄ記号変更(DPS-
>DOPS) 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞﾌﾟ
ｽｶﾌﾟｾﾙ200) 0208ﾋｰﾄ変

53 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 04頃中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

53 EE 53 EE53 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢EMEC｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠｢
EMEC｣)

53 HD 053 HD-053 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｶﾄｾﾗﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 菱山製薬 脳血流促進剤 9904中止
53 IC 53 IC-53 BOD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝ錠50mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤・

精神活動改善剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0512ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，本体
ｺｰﾄﾞ追加，商品名変更に
伴い(前:ﾎﾞｲﾀﾞﾝ)

53 IC 53 IC-53 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾘｽﾃﾘｱ錠 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ｲｾｲ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0104中止 940708収載

53 JG 53:75 JG 53 75:75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

53 JG E53:1 JG E53 1:1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

53 KC 53 KC53 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
科研｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

53 MED 053 MED-053:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
MED｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

53 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/薄橙 L-ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 日本医薬品工業 持続性経口用ｾﾌｪﾑ系抗
生物質製剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302迄） 950707
収載

53
187.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/薄橙 L-ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 日医工 持続性経口用ｾﾌｪﾑ系抗
生物質製剤

0901中止 0302ｺｰﾄﾞ変更

53 NMB 53 NMB53 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞS錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ､ﾚｾﾙ 万有製薬 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
53 NMB 53 BANYU 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞS錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ､ﾚｾﾙ

ﾋﾟﾝ
25mg､
0.125mg

万有製薬 血圧降下剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

53 NS 53 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ﾆｯｼﾝ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬 持効性Ca拮抗剤 060707収載
53 OG 53 OG53 Otsuka

100mg:100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠100mg 塩化ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ 100mg 大塚製薬 ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠
100) 0205ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

53 OH 53 OH-53 50mg 裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨｰﾙ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大原薬品工業 自律神経調整剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾌｨｰﾙ錠)

53 SW 053 SW-053 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾀﾘｯｸ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 沢井製薬 心・腎疾患治療剤 081107収載
53 SYT053 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｹｲﾗｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ 三恵薬品・中北薬品 消化酵素剤 0203本体記号変更（053

追加）
53 t 53 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

53 TYK53 糖衣錠 白 無 ｾﾃﾞﾅﾌｪﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大正薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9605中止
53 YD 053:2 YD053 裸錠 白 有 ﾌｧﾝﾃﾞﾋｰﾃﾞ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 陽進堂 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿用剤
960705収載

53 ZE 53 ZE53 60mg:60mg 裸錠 白 有 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠60mg
｢ZE｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 全星薬品工業-全星薬品 Ca拮抗剤 101119収載

53 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾍﾞﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大興製薬 抗血小板剤 中止 900713収載
54 54 193 裸錠(長円形) 白 有 ﾋﾞﾗﾐｭｰﾝ錠200 ﾈﾋﾞﾗﾋﾟﾝ 200mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 981127収載
54 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 0703中止
54 EE 54 EE54 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢

EMEC｣
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
｢EMEC｣)

54 IC 54 IC-54 裸錠 白 有 ﾍﾞﾅﾝｻﾞｰﾙ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ｲｾｲ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾅﾝｻﾞｰﾙ錠)

54 JG E54:2 JG E54 2:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

54 KWP-54 糖衣錠 桃 無 ﾛｽﾀﾉｰﾙ錠 ｿﾙﾍﾞｲ製薬 消炎酵素剤 8906中止
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54 MED 054 MED-054:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
MED｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

54 ｎ 054 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠67mg｢日医
工｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 日医工 高脂血症治療剤 090515収載

54 OH 54 OH-54 0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾄﾞﾙﾊﾟｰ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大原薬品工業 睡眠導入剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

54 ｔ 54 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾏｯｸｽ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸・緩下剤 050708収載
54 TYK54 6mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1101ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止

0603ﾋｰﾄ若干変更(商品
名変更に伴い)

54 YD 054 YD 054 裸錠 白 有 ｵﾝﾌﾙｰﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 陽進堂 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0809中止 小林薬学工業
のｺﾊﾞﾌﾟﾘﾙ錠12.5(ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘ
ﾙ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

54 YD 054 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾌﾟﾘﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 小林薬学工業 ACE阻害剤 陽進堂のｵﾝﾌﾙｰﾙ錠
12.5mg(ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

54 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 中止 900713収載
55 U 055 U 055 裸錠 白 有 ﾐｸﾞｼｽ錠5mg 塩酸ﾛﾒﾘｼﾞﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 片頭痛治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 0103ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)，990507収載

55 Asahi ABT55 裸錠 淡褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ麻杏甘石湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

55 Pfizer:CDT 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（六角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠3番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

55 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

血管拡張性β 1遮断薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠
100mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

55
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(090925ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ
塩酸塩錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

55 EE 55 EE55 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢EMEC｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

55 h-055 糖衣錠 橙赤 無 ｶﾙｺﾗ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 冠循環改善剤 9610中止
55 HZ55T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ麻杏甘石湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
55 IC 55 IC-55 200:IC-55 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｳﾅｾﾗ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｲｾｲ 広範囲経口抗菌剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載
55 JG E55:4 JG E55 4:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢

JG｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

55 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗｼﾞｪﾝ錠5mg 塩酸ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 5mg キッセイ薬品工業 口腔乾燥症状改善薬 050916収載
55 KC 55 KC55 50mg:50mg 裸錠 白～灰白 無 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50mg｢科 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 科研製薬 経口抗真菌剤 080704収載
55 ｎ 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢

日医工｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
080704収載

55 ｔ 55 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾏｯｸｽ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 大洋薬品工業 制酸・緩下剤 050708収載
55 TYK55 12mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止

0012本体ｺｰﾄﾞ追加
55 YD 055 YD055 裸錠 白 有 ﾄﾞｰﾌｧｰﾁｪ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 陽進堂 筋緊張緩和剤 0102中止 980710収載
55 ZP55 ZP55 裸錠(楕円形) 白～微黄白 無 ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ配合錠 ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ一

水和物，無水ﾘﾝ酸水
素二ﾅﾄﾘｳﾑ

734.7mg，
265.3mg

ｾﾞﾘｱ新薬工業 経口腸管洗浄剤 1101本体ｺｰﾄﾞ追加等
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ錠)，
ﾊﾞﾗ包装→PTP包装へ

55 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾆﾛｽﾄ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大興製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0001中止 920710収載

56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

血管拡張性β 1遮断薬 0909商品名変更(前:ｾﾚﾌﾟ
ﾄﾛｰﾙ錠200mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更
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56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(0909ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩
酸塩錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

56 EE56 200 EE56 200mg:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
EMEC｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

56 CC-25:h-056 25mg 糖衣錠 橙赤 無 ｶﾙｺﾗ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾒﾙｸ製薬 冠循環改善剤 0712中止 0607社名変更
56 IC 56 IC-56 100:IC-56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾗｲﾝﾀｯﾄ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ｲｾｲ 経口蛋白分解酵素阻害 960705収載
56 JG 56 JG 56 15:15 OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白
(淡褐～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(口腔
内崩壊錠)

101119収載

56 JG F56 JGF56 50:50 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢JG｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 食後過血糖改善剤 090515収載
56 KW056 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ｱﾒﾙ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 共和薬品工業 消炎酵素剤 9205中止
56 NS 56 20mg:20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ H2受容体拮抗剤 0708ﾋｰﾄ表NS506 削除
56 ｔ 56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｶﾄﾗｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 Ca拮抗薬 050708収載
56 TYK56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ錠10mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業 降圧剤 9210中止
56 UPJOHN 56 UPJOHN 56 裸錠 白 有 ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠)
56 YD 056 YD 056 裸錠 白 有 ﾛﾜｲﾔﾙ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 陽進堂 気管支拡張剤 0110中止 970711収載
57 Asahi ABT57 裸錠 黄褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ温清飲FCｴｷｽ錠

医療用
ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

57 BANYU 057 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/茶 ﾍﾟﾝﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ萬有 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9911中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰﾄ

57 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

57 EE 57:5 EE 57 5mg:5mg 裸錠 淡黄白 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢EMEC｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ﾀﾞｲﾄ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
57 GX ES7 250mg GX ES７ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円

形）
白 無 ｵﾗｾﾌ錠250mg ｾﾌﾛｷｼﾑｱｷｾﾁﾙ 250mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ・第一三

共
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾗｾﾌ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0407ｺｰﾄﾞ変

57 IC 57 IC-57 50mg:IC-57 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 有 ﾐｵﾊﾞﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｲｾｲ ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 960705収載
57 JG 57 JG 57 30:30 OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白
(淡褐～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(口腔
内崩壊錠)

101119収載

57 JG F57 JGF57 100:100 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢JG｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 食後過血糖改善剤 090515収載
57 MY 057 MY057 裸錠 極薄紅 有 ｵﾌﾟﾛﾆｯｸ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 摩耶堂製薬 鎮痛･抗炎症剤 0012中止 980710収載

ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
57 ｎ 057:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢日医 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日医工 前立腺癌治療剤 090515収載
57 SW 57 SW-57:12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤橙 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
100528収載

57 ｔ 57 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾄﾗｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 Ca拮抗薬 050708収載
57 TYK57 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 大正薬品工業 脳血流促進剤 9305中止
57 YD 057 YD057 裸錠 白 有 ﾗﾝｹﾞﾗｰﾃ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 陽進堂 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 980710収載
57 糖衣錠 白 無 ﾘﾍﾟｲﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大興製薬 筋緊張循環改善剤 01頃中止 920710収載
57 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾙｰﾗﾝ錠4mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 4mg(塩酸ﾍﾟﾛ

ｽﾋﾟﾛﾝとして)
大日本住友製薬 抗精神病剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾙｰﾗﾝ錠4)
58 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

58 EE 58:10 EE 58 10mg:10mg 裸錠 淡黄白 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢EMEC｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
58 糖衣錠 橙赤 無 ﾘﾎﾟﾙｼﾞﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 富士ﾚﾋﾞｵ 冠血管拡張剤 9302中止
58 h 058 h-058 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌﾞﾀﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾌﾞﾀﾝ錠)

58 IC 58 IC-58 2mg:IC-58 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾅｷｿｰﾙ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg ｲｾｲ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0902中止 960705収載
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58 SW 058 SW-058：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾘﾝﾊﾟｰﾙ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg(塩酸ﾒﾄｸ
ﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て)

沢井製薬 消化器機能異常改善剤 1003中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝ
ﾊﾟｰﾙ錠)，ﾋｰﾄ裏記号変
更(3.84mg→5mg)

58 TYK58 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 大正薬品工業 脳血流促進剤 9305中止
58 YD 058 YD058 裸錠 白 有 ｱｲｽﾃﾞﾝ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 陽進堂 持続性ACE阻害降圧剤 0809中止 08頃日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ中止
58 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗﾈﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 01頃中止 920710収載
58 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ﾙｰﾗﾝ錠8mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 8mg(塩酸ﾍﾟﾛ

ｽﾋﾟﾛﾝとして)
大日本住友製薬 抗精神病剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾙｰﾗﾝ錠8)
59 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

59 DS059 DS059 LUL:16mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～帯黄白 有 ﾙｰﾗﾝ錠16mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 16mg(塩酸ﾍﾟ
ﾛｽﾋﾟﾛﾝとし

大日本住友製薬 抗精神病剤 080704収載

59 FZ 59 FZ59 100mg:100mg 糖衣錠 白 無 ﾐﾅﾙﾌｪﾝ錠100 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾏﾙﾎ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0811中止
59 HD-059 糖衣錠 白 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 菱山製薬 自律神経調整剤 96中止
59 100mg IC-59 糖衣錠 白 無 ﾚﾅﾙﾁﾝ腸溶錠100mg 肝臓加水分解物 100mg ｲｾｲ・ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 肝水解物製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾅﾙﾁﾝ錠)
59 n 059 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠100mg｢日

医工｣
ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日医工 高脂血症治療剤 090515収載

59 NMB 59 NMB59 裸錠 淡青 有 ﾌﾞﾛｶﾄﾞﾚﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾁﾓﾛｰﾙ 5mg 万有製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9904中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

59 TYK59 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ錠30mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 大正薬品工業 降圧剤 9210中止
59 YD059 裸錠 淡橙 無 ｸﾚｲﾝﾁｪ錠81mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 陽進堂 抗血小板剤 0211中止 001124収載
59 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｯﾃﾙﾝ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大興製薬 心臓選択性β 遮断剤 01頃中止 920710収載
60 TF-TL60 60mg：TF-TL60 60mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/無透明 MSﾂﾜｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 帝國製薬 持続性癌疼痛治療剤 0501ﾋｰﾄ記号表→裏

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

60 CHO 17 [ｼｰｴｲﾁｵｰ]CAZ 60:[ｼｰｴ
ｲﾁｵｰ]CAZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱｿﾞｾﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ﾏｲﾗﾝ製
薬

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

60
60

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載表→裏等)

60 LA 221 ZNC 60mg:LA221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

旧ﾋｰﾄ(0411迄) 0305ﾋｰﾄ
裏AstraZeneca削除

60 LA 221 ZNC ZNC221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLAｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

徐放性高血圧･狭心症治
療剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(ZNC221)裏->
表，ﾋｰﾄ表60mg削除

60 M 161 M161 裸錠 極薄紅 有 ｳﾅｽﾁﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0704ﾋｰﾄ表60削除
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾅｽﾁﾝ錠)

60 4165 4165 60mg:60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 無 ｴﾋﾞｽﾀ錠60mg 塩酸ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ 60mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ・中外製薬 骨粗鬆症治療剤 040423収載，ﾘﾘｰと中外
でﾋｰﾄ異なる

60 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青紫/白半透
明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

60 Tw 109 裸錠 極薄紅 有 ｶﾝﾌｧﾀﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症・解熱剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｶﾝﾌｧﾀﾆﾝ

60 SW 110 SW-110 60 裸錠 微淡紅 有 ｹﾝﾀﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾝﾀﾝ錠) 04製
剤変更(ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ→裸
錠，割線入)

60 KN 129 KN129 60mg 裸錠 極薄紅 有 ｺﾊﾞﾛｷﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 小林化工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾛｷﾆﾝ錠)

60 ｎ 781 裸錠(徐放性) 白 有 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 日医工 Ca拮抗剤 091113収載
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60 SW-076  SW-076 SW-076 60:60mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾜﾀｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 沢井製薬 徐放性高血圧・狭心症治
療剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾀｰﾙLAｶﾌﾟ
ｾﾙ) 9911ﾋｰﾄ変更(60追
加) 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-

60 L X 裸錠 極薄紅 有 ｼﾗﾌﾞﾙ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0404
ﾋｰﾄ変更 0102ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

60 L X 裸錠 極薄紅 有 ｼﾗﾌﾞﾙ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

60 ZE 53 ZE53 60mg:60mg 裸錠 白 有 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠60mg
｢ZE｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 全星薬品工業-全星薬品 Ca拮抗剤 101119収載

60 SW 093 SW-093 60:60 mg 徐放性裸錠 白 有 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠60mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 100528収載

60 DK 331 DK331:DK331 60mg 裸錠 薄紅 有 ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ﾀﾞｲﾄ 鎮痛･抗炎症剤 旧ｺｰﾄﾞ(00まで) 980710収
載

60 裸錠 薄紅 有 ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg あすか製薬-武田薬品工
業

鎮痛・抗炎症・解熱剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠)

60 Tw 291 Tw291 60mg:60mg 裸錠(徐放性) 白 有 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 東和薬品 Ca拮抗剤 091113収載
60 Sc 223 Sc223：60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

60 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

淡紅 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠60mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

60mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

60 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本住友製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

02ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

60 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
60 TSU564 60mg:60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ錠60mg ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 鶴原製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ60)
60 KN318 60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠60｢小林｣ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 小林化工 代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9609中止
60 TYK86 60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾋﾟｵﾁﾝ錠･60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 大正薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0707中止
60 KC 51 KC51 60μ g:60μ g 裸錠(徐放性) 白～黄みの

白
無 ﾍﾞﾗｻｽLA錠60μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 60μ g 科研製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ（PGI2)

誘導体徐放性製剤
071214収載

60 NS 289 NS289 60：NS289 徐放性錠 白 有 ﾐｵｶﾙｼﾞｰ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 日新製薬 抗ｶﾙｼｳﾑ性冠血管拡張
剤

05頃本体ｺｰﾄﾞ追加，割線
無→有

60 YD 576 YD576 60mg:60mg 徐放性錠剤 白 有 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 陽進堂 Ca拮抗剤 091113収載
60 YD 039 裸錠 極薄紅 有 ﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 陽進堂･ｱｲﾛﾑ製薬，ﾃｲｶ

製薬，摩耶堂製薬，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

鎮痛･抗炎症･解熱剤 日医工のﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠(ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰﾄﾞ
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

60 NS 117 NS117 60 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿｰﾄ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日新製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿｰﾄ錠)

60 裸錠 微紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢CH｣

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

鎮痛･抗炎症・解熱剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷﾌﾗﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

60 L X 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 0712ﾋｰﾄ表60mg追加
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾗﾌﾞﾙ錠)

60 R 155 R155:60mg 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 龍角散 鎮痛･抗炎症剤 980710収載
60 裸錠 微紅 有 ﾛｷﾌﾗﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症解熱剤 旧品名(080620ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ

ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

60 KTB 44 KTB-44 60mg:60mg 裸錠 淡紅 有 ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 寿製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠)
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60 OH 122 OH-122 60:60mg 裸錠 極薄紅 有 ﾛﾌﾞ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 大原薬品工業･旭化成
ﾌｧｰﾏ

鎮痛･抗炎症･解熱剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾌﾞ錠) 0809
ﾋｰﾄ若干変更

60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠60 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

60mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308錠剤ｺｰﾄﾞ印刷両面
→片面 9706ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠60mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 60mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療
剤

に伴い，前:第一製薬)
60 CG-60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ｸﾗﾃｸﾞｯﾄ錠60mg ｸﾗﾃｸﾞｽｴｷｽ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-日本ｶﾞﾚﾝ 心機能改善剤 9511中止 9501社名変更

9212小玉製造(以前:三
60 CH 60 裸錠 白 無 ｼﾞﾙﾍﾞｲﾄ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 長生堂製薬 Ca拮抗剤 9806中止 940708収載
60 Sc 223 DIA 60：60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)

010907収載(商品名変更
前:ﾀﾞｲｱｰﾄ錠)

60 DLZ 60 裸錠 白 有 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠60mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 091113収載

60 EKT-60 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ桂枝加芍薬湯ｴｷｽ
錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ桂枝加芍薬
湯ｴｷｽ錠)，社名変更に

60 EP60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｴｲﾊﾟﾝﾃ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｶﾈﾎﾞｳ
薬品

ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9012中止

60 FZ 60 FZ60 200mg:200mg 糖衣錠 白 無 ﾐﾅﾙﾌｪﾝ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾏﾙﾎ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0811中止
60 GC:60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 NAPP錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾐﾄﾞﾘ十字 肝機能改善剤 9610中止
60 HD-060 錠剤 白 無 ｶﾙﾊﾞﾐｰﾄ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 菱山製薬 抗動脈硬化剤 9708中止
60 IC 60 IC-60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾈﾘﾝｸﾞ錠20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg ｲｾｲ β 受容体遮断剤 1005中止 0301ｺｰﾄﾞ変

更，本体ｺｰﾄﾞ化
60 60:IC-472 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾃﾞﾙﾓﾘﾁﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg ｲｾｲ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9306中止
60 KW 060 2.5:KW060 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤

持続性Ca拮抗薬
080704収載

60 LA 214 ZNC 60mg:ZENECA 214 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

60 Sc 107 Sc107 LET60:60mg 裸錠 極薄紅 有 ﾚﾄﾗｯｸ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 三和化学研究所 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 980710収載

60 ｎ 060:1 裸錠 白 無 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

60 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

60 NF NF 裸錠 極薄紅 有 ﾉﾌﾞﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
60 NK 7106:60 NK7106 60:NK 7106 60

NK 7106
裸錠 白 無 ﾌｪｱｽﾄﾝ錠60 ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ 60mg(ﾄﾚﾐﾌｪ

ﾝとして)
日本化薬 乳癌治療剤 950526収載

60 OG 32 60mg：Otsuka OG32 裸錠 淡黄白 有 ｱｰｷﾝZ錠60 ﾍﾞｽﾅﾘﾉﾝ 60mg 大塚製薬 経口強心薬 0904頃中止
60 OH 60:1 OH-60 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾘｽﾞﾅｰ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 大原薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9803中止
60 M627 PA-60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠｢ﾓﾊﾝ｣60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 模範薬品研究所 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9008中止
60 PD 60 PD313SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾗﾍﾟｽﾃﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 進化製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9603中止
60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg わかもと製薬 代謝性製剤 0103中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾄﾗｲﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 参天製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9312中止
60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
60 TA 125:60 裸錠 白 無 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 田辺三菱製薬 Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺

製薬） 0211ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)，記号表→裏

60 TA M60
PGUARD:60mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑～灰緑 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）
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60 TR 60 TR60 LA60μ 裸錠(徐放性) 白～黄みの
白

無 ｹｱﾛｰﾄﾞLA錠60μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 60μ g 東ﾚ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ（PGI2)
誘導体徐放性製剤

071214収載

60 MDP 22A 裸錠 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-塩野義製
薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで) 900420
収載

60 MD 44L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg 日本ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ(旧:
ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ)-塩野義製
薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9709中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

60 TSU463 60mg 裸錠 白 有 ﾅｵﾄﾞﾘｰﾙ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 鶴原製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

中止 940708収載

60 Tu-RS 60 Tu RS-60 裸錠 極薄紅 有 ﾛｾﾞｵｰﾙ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 辰巳化学 鎮痛･抗炎症・解熱剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｾﾞｵｰﾙ錠)

60 Tw.RTN60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｯﾃﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 東和薬品 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 95中止
60 Tw SN:60 Tw.SN60：60mg 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 東和薬品 抗Ca性循環増強剤 中止 950707収載
60 Y KO60 Y-KO60:Y-KO60 60mg 裸錠 極薄紅 有 ｺﾊﾞｿﾆﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0208中止 0110社名変更

0006製造元変更(小林薬
工)

60 ZE 60 ZE60 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(徐放
錠)

白～帯黄白 無 ｱﾆﾍﾞｿｰﾙSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 高脂血症治療剤 101119収載

60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾙﾋﾄﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大興製薬 消化管運動調律剤 0712中止 920710収載
60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 MSｺﾝﾁﾝ錠60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤 940708収載
60 裸錠 白 有 ｻｲﾀﾐﾝ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大興製薬 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
0004中止 940708収載

61 61C: 25mg 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ

61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｾﾅﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製
剤

1012中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

61 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄)
61 C-61A C-61A：125 裸錠 白 有 ｸﾞｾﾙﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 中外製薬 白癬治療剤 0502中止
61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠
50mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(090925ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯ
ﾄ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｾﾅﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製
剤

1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

61 EKT-61 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ桃核承気湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ桃核承気湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝSR錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg ﾏﾙｺ製薬 持続性ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

0104中止 9712ﾋｰﾄ変更

61 IS200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄白 ｱｲﾛｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 200mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9306中止
61

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100｢

ﾏﾙｺ｣
塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

61 IC 61 IC-61 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾞﾙｸﾞﾌｫﾙﾑ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｲｾｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0705中止 040709収載
61 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊﾛｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

61 KW 061 5:KW061 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗薬

080704収載

61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ錠50｢ﾏﾙｺ｣ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

61 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾛｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 091113収載
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61 MCI 061:0.25 MCI061 裸錠 薄橙 無 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
変更(日研化学より)

61 ｎ 061:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

61 OH 61:2 OH-61 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
61 SW-061:SW-MS 糖衣錠 白 無 ﾒｸﾛｻｰﾄ 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 沢井製薬 脳代謝改善意識障害治

療剤
9301中止

61 t 61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢ﾀｲﾖｰ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大洋薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾖｳﾚﾊﾞｰ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 陽進堂 肝機能障害治療剤 0809中止
61 ZE 61 ZE61 ANS200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆﾍﾞｿｰﾙSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 全星薬品工業 高脂血症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更 990709収

載，ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ）

61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｽﾋﾟﾄﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大興製薬 高脂質血症治療剤 0609中止 920710収載
62 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬

とﾋｰﾄ異なる
62 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ

ﾌｧｰﾏ
精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

62 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

62 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾛｰｽﾞ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 920710収載
62 裸錠 帯黄白～黄

白
無 ﾄﾗｺﾅ錠50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

62 EKT-62 裸錠 黄褐～褐 無 ｸﾗｼｴ防風通聖散ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ防風通聖散
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

62 裸錠(長円形) 帯黄白～黄
白

有 ﾄﾗｺﾅ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

62 KP 062 裸錠 白 無 ﾎﾝﾊﾞﾝ錠100mg ﾎｽﾌｪｽﾄﾛｰﾙ 100mg 杏林製薬 前立腺癌治療剤 0710頃中止 0307ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

62 KWP-62 糖衣錠 白 無 ﾘﾌﾟﾀﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 解熱鎮痛消炎剤 9307中止
62 MCI 062:0.5 MCI062 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
62 ｎ 062:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢

日医工｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

62 NMB 62 NMB62:NMB62 4mg 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 万有製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤，食欲刺激
増進剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

62 NMB 62 BANYU：4 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 万有製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄） 97ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

62 NMB 62 NMB 62：4mg 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 万有製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)，承
継に伴い(日医工へ)
050610収載(品名変更に
伴い 前：ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠)

62 NMB 62 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0906迄)
0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

62 OH 62:3 OH-62 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
62 ｔ 62 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

62 YD062 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｻﾝｶｲﾗｰ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 陽進堂 血圧降下剤 0507中止
62 糖衣錠 薄赤橙 無 ﾋﾟﾚﾁｱ錠(25mg) 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

剤
0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

62 糖衣錠 極薄赤橙 無 ﾋﾟﾚﾁｱ錠(5mg) 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
剤

0111本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

284 / 332 ページ



62.5 62.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙白 無 ﾄﾗｸﾘｱ錠62.5mg ﾎﾞｾﾝﾀﾝ水和物 62.5mg(ﾎﾞｾﾝ
ﾀﾝとして)

ｱｸﾃﾘｵﾝﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ｴﾝﾄﾞｾﾘﾝ受容体拮抗薬 050603収載

63 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0608ﾋｰﾄ裏
記号(10mg)追加

63 HD 063 50単位 HD-063：50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾙﾆｱﾁﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 循環系障害改善剤 0304社名変更（前：菱山
製薬） 010907収載(規格
表示変更)

63 MCI 063:1 MCI063 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元

63 NF63 NF63:EPL 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

褐 EPLｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg ｱｽﾞｳｪﾙ 肝臓疾患用剤･高脂質血
症改善剤

旧ﾋｰﾄ(0204迄) 9706ﾋｰﾄ
変更

63 NF63 NF63 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

褐 EPLｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 肝臓疾患用剤・高脂血症
改善剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:EPLｶﾌﾟｾﾙ)
0410社名変更

63 TYK63 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業 抗潰瘍・精神情動安定剤 0907中止 0506本体ｺｰﾄﾞ
追加

63 t 63 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 070706収載

63 TYK63 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業 抗潰瘍・精神情動安定剤 0907中止 0506本体ｺｰﾄﾞ
追加

63 YD 063 YD063 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0210本体ｺｰﾄﾞ化
63 YD 063 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂-日医工 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 02～04本体ｺｰﾄﾞ化
63 裸錠 白 有 ｻｲﾀﾐﾝ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大興製薬 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
0004中止 940708収載

64
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

64 JD-064 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｽｶｰｾﾞEPｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 消化酵素剤 9709中止
64 MCI 064:2 MCI064 裸錠 薄青 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
64 t 64 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
060707収載

64 TSYK TYK64 裸錠(長円形) 灰褐 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠･250mg ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大正薬品工業 合成抗菌剤 9210中止
64 U UPJOHN 64 裸錠 橙 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ)
64 YD 064 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾅﾘｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 陽進堂 脳血流促進剤 9906中止
64 ZE 64:2.5 LUK2.5 2.5 ZE64:2.5mg 裸錠 白 無 ﾙｰｸ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 全星薬品工業-全星薬

品，ﾒﾙｸﾎｴｲ
選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0307ﾋｰﾄ変更 010706収

載
64 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｰﾙﾐﾝ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大興製薬-ﾒﾙｸ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0607販売会社

社名変更 97再開 9504中
止 940708収載

65 ZE 65 LUK5 5 ZE65:5mg 裸錠 白 有 ﾙｰｸ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾒﾙｸﾎｴｲ

選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0303ﾋｰﾄ変更 010706収
載

65 Asahi ABT65 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ帰脾湯FCｴｷｽ錠
医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

65 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬
とﾋｰﾄ異なる

65 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ･吉富薬品

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

65 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

65 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾃｼﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大興製薬 非ﾋﾟﾘﾝ系･非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系鎮
痛･消炎･解熱剤

01頃中止 940708収載

65 DK-065 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg ﾀﾞｲﾄ 血圧降下剤 中止
65 NMB65 NMB65:NMB65 25mg 裸錠(長円形) 白 有 ｴﾃﾞｸﾘﾙ錠 ｴﾀｸﾘﾝ酸 25mg 万有製薬 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
65 NMB65 BANYU 裸錠(長円形) 白 有 ｴﾃﾞｸﾘﾙ錠 ｴﾀｸﾘﾝ酸 25mg 万有製薬 利尿剤 0303中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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65 SW-065:SW-AJ 糖衣錠 淡緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 92中止
65 t 65 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
060707収載

65 T 65 裸錠 白 有 ﾒﾄﾘｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大正製薬-大正富山医薬
品

低血圧治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0206ﾋｰﾄ変更 0011ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9701ﾋｰﾄ変更

65 TYK65:TYK65 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
旭化成ﾌｧｰﾏ

鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠)，
ﾋｰﾄ表TYK65追加等

65 YD065 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾃﾞｽｻﾝ錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 陽進堂 代謝賦活剤 0307中止
65 ZP65 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
帯赤褐～褐 ｱｻｺｰﾙ錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 400mg ｾﾞﾘｱ新薬工業-協和発酵

ｷﾘﾝ
潰瘍性大腸炎治療剤 091211収載 ｾﾞﾘｱ新薬工

業とﾋｰﾄ異なる
65 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
帯赤褐～褐 ｱｻｺｰﾙ錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 400mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 潰瘍性大腸炎治療剤 091211収載 協和発酵ｷﾘ

ﾝとﾋｰﾄ異なる
66 ZE 66 ZE66 CSA:10mg 裸錠 橙黄 無 ｶｻﾝﾐﾙ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 高血圧・狭心症治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｶｻﾝﾐﾙ) 0210
ﾋｰﾄ変更 0110本体ｺｰﾄﾞ

66 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

66 h 066 h-066:h-066 Sepa A 裸錠 白 有 ｾﾊﾟA錠 ﾒﾙｸﾎｴｲ 解熱鎮痛剤 0104供給停止 9711ﾋｰﾄ
変更(SP->PTP)，表商品
名記載

66 JD-066 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｽｶｰｾﾞ錠W ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 消化酵素剤 9709中止
66 SS066 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾅﾎﾞｰﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｴｽｴｽ製薬 鎮痛･消炎剤 96中止
66 TO-066 腟錠 灰白 ﾋﾟﾏﾌｼﾝ腟錠 ﾋﾟﾏｼﾘﾝ(外) 25mg 鳥居薬品 抗真菌剤 9209中止
66 TYK66 TYK66 裸錠(長円形) 灰褐 有 ﾅﾘｽﾏｲﾛﾝ錠･500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大正薬品工業 合成抗菌剤 9210中止
66 YD066 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴﾌﾋﾞﾀｼﾞｬｽﾄ腸溶錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
15mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0809中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ｴﾌﾋﾞ
ﾀｼﾞｬｽﾄ)

67 TJN 382 67：67 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾄﾗｲｺｱｶﾌﾟｾﾙ67mg ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 大正薬品工業-帝人ﾌｧｰ 高脂血症治療剤 041215収載
67 ｎ 054 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠67mg｢日医

工｣
ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 日医工 高脂血症治療剤 090515収載

67 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ67 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg あすか製薬-科研製薬，
武田薬品工業

高脂血症治療剤 041215収載

67 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠4mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

67 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢CH｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

旧品名(080704ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠4mg｢CH｣に変
更)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

67 EE 67:1 EE67 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢
EMEC｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

67 JMT-67 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ小半夏加茯苓湯
FCｴｷｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 中止 900713収載

67 KTB 67 KTB89 67mg:67mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ67mg｢
KTB｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 寿製薬 高脂血症治療剤 101119収載

67 KTB 67 KTB67 錠剤 淡青 無 ﾏｰｽﾞﾚﾝ配合錠1.0ES ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳ
ﾑ，L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ

2mg，660mg 寿製薬・ｾﾞﾘｱ新薬工業 胃炎・潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｰｽﾞﾚﾝES錠)

67 KW067 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100｢ｱﾒﾙ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 共和薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9112中止
67 SW-067:SW-ST 裸錠 白 有 ｻﾜﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 沢井製薬 β 遮断剤 9510中止
67 t 67 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 060707収載
67 T 67 裸錠（口腔内

崩壊錠）
白 有 ﾒﾄﾘｼﾞﾝD錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大正製薬-大正富山医薬

品
低血圧治療剤 040709収載

67 TO 067 裸錠 白 有 ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠5mg 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 鳥居薬品 ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載裏→表
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠)

67 TYK67 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｽﾏｲﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大正薬品工業 合成抗菌剤 中止
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68 SB:890 SB890:0.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠0.25mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 0.25mg(ﾛﾋﾟﾆ
ﾛｰﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(0806頃
迄) 061201収載

68 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

68 DK-068 裸錠 黄～橙黄 有 ﾋﾞｸﾀﾙ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ うっ血性心不全治療剤 中止
68 EE 68:3 EE68 OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢

EMEC｣
ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

68 GC:68 GC680 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾔｷﾞﾌﾗｷｼﾝ錠 ﾐﾄﾞﾘ十字 高尿酸血症治療剤 9306中止
68 t 68 裸錠 白 有 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 060707収載
68 TYK68 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ｹﾞﾌｧﾌﾟﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大正薬品工業 抗潰瘍剤 9112中止

68.1 KTB 44 KTB-44 60mg:60mg 裸錠 淡紅 有 ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 寿製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠)

69 裸錠 黄白 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠5mg「ﾀﾅﾍﾞ｣に変

69 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
5mg)，ﾋｰﾄ若干変更

69 DK069 糖衣錠 黄 無 ｸﾗｽﾃｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾀﾞｲﾄ 脳微小循環改善剤 9902中止
69 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 070615
収載(商品名変更に伴
い，前:ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ)

69 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0910ｺｰﾄﾞ変更

69 YD 069 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾋﾟﾗｼﾞﾝ 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 陽進堂 血圧降下剤 9506中止
70 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ

塩酸塩錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

70 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
10mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

70 JD-070 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙﾂﾄﾞﾙ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 冠循環改善剤 9709中止
70 070 KW070:KW070 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0610迄)

>KW等)
70 KW 070 KW070:KW070 20mg 糖衣錠 白 無 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0703中止 0610本体ｺｰﾄﾞ

(KW)追加，色変更，剤型
変更

70 OG 70 OG70 12mg:12mg 裸錠 黄 無 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠12mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 12mg 大塚製薬 抗精神病薬 070615収載
70 SS 070 SS070 裸錠 白 有 ﾚﾋﾟﾛﾝ 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｴｽｴｽ製薬 気道粘液溶解剤 9307中止
70 TKS 70 TKS70 裸錠 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾀﾞｷｼﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 自律神経調整剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾊﾞｲﾀﾞｷｼﾝ錠)

70 UPJOHN 70 UPJOHN 70 裸錠 白 有 ﾄﾘﾅｰｾﾞ錠 ﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ 100mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱ 経口血糖降下剤 0204中止 9609販売元社
名変更

70 YD 070 裸錠 白 有 ｽﾃﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 陽進堂 狭心症治療剤 0811中止 0902日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ中止

71
20

裸錠 薄橙黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

71 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠20mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
20mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

71 EKT-71 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ四物湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ四物湯ｴｷｽ
錠)，社名変更に伴い

71 HZ71T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ四物湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
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71 KC 71 KC71 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢科研｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

080704収載

71 KP 071 糖衣錠 白 無 ｺﾌﾐﾝ錠｢杏林｣ 杏林製薬 鎮咳剤 0309頃中止 97ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

71 OG 71 OG71 6mg:6mg 裸錠 白 無 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 6mg 大塚製薬 抗精神病薬 060601収載
71 OH-71 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌｵﾛｴｰｽ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 97中止
71 SS071 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄透明 ｻﾞｯｶﾙS ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg ｴｽｴｽ製薬 消化性潰瘍治療剤 9005中止
71 SW 071 SW 071 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾝﾒｯｸｽ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-CMX)削除 920710
収載

71 SW 71 SW-71 0.1mg:0.1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾊﾙｽﾛｰOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

090515収載

71 SYT071 裸錠 白 有 ｻﾝﾌﾞﾛｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 三恵薬品 去痰剤 0602中止
71 T 71 裸錠 白 無 ｱﾙﾎﾞ錠100mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬

品
持続性消炎･鎮痛剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾙﾎﾞ100)
0304大正富山医薬品販
売 0304ﾋｰﾄ変更（mg追加

71 ｔ 71 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧品名(090324ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
OD錠0.25mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更) 050708収載

71 ｔ 71 裸錠（口腔内
崩壊錠）

白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝD錠
0.25mg)

71 TG 71:25 TG71 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

71 TYK71 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ｵﾑｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 大正薬品工業 代謝性強心剤 9704中止
71 YD 071 YD071 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗｳｴ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 陽進堂 肝･胆･消化機能改善剤 0809中止 990709収載
72 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
広範囲経口抗菌製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠
100mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

72 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌製剤 旧品名(090925ｵﾌﾛｷｻｼﾝ
錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

72 DK072 裸錠 白 無 ﾀﾞｲﾚｲﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ﾀﾞｲﾄ 気道粘液溶解剤 0105中止
72 KC 72 KC72 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢科研｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
080704収載

72 10 KL072 耳:YOHSAN10 裸錠 黄～黄橙 無 葉酸錠｢ｺﾀﾞﾏ｣10 葉酸 10mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 葉酸製剤 9311中止
72 5 KL072 耳:YOHSAN5 裸錠 黄～黄橙 無 葉酸錠｢ｺﾀﾞﾏ｣5 葉酸 5mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 葉酸製剤 9311中止
72 OG 72 OG72 3mg:3mg 裸錠 青 無 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 3mg 大塚製薬 抗精神病薬 0709色変更(前:白)

060601収載
72 SW 072 SW 072 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｻﾞﾌﾞﾛﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 脳循環･代謝改善剤 9903中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-ZR)削除 940708収
72 SW 72 SW-72 0.2mg:0.2 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾊﾙｽﾛｰOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
090515収載

72 SYT072 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾙｹｰｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 三恵薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 0404中止 950707収載
72 SYT072 K SYT072 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｹｲﾗｰｾﾞT錠 滋賀県製薬-三恵薬品 消化酵素剤 9304薬価削除，中止
72 SYT072 K SYT072 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｹｲﾗｰｾﾞT錠 滋賀県製薬-三恵薬品 消化酵素剤 9304薬価削除，中止
72 T 72 裸錠 白 無 ｱﾙﾎﾞ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬

品
持続性消炎･鎮痛剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾙﾎﾞ200)
0304大正富山医薬品販
売 0304ﾋｰﾄ変更（mg追加

72 t 72 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

72 T72 裸錠 灰白～淡褐 無 ﾖｸｲﾆﾝｴｷｽ錠｢ｺﾀﾛｰ｣ 小太郎漢方製薬 漢方製剤
72 TG 72:50 TG72 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

50mg｢CH｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

72 TYK72 糖衣錠 白 無 ｾﾃﾞﾅﾌｪﾝ錠･200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 大正薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9210中止
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72 UPJOHN 72 UPJOHN72 裸錠(楕円形) 白 有 ｿﾗﾅｯｸｽ0.4mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗不安剤 0304販売社名変更（統合
に伴い）

72 YD 072 裸錠 薄桃 有 ｱﾘｶﾝﾃ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 陽進堂 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0907陽進堂中止 0906日
医工中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

72 糖衣錠 白 無 ﾐｸﾞﾘｽﾃﾝ錠20 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 塩野義製薬 片頭痛･緊張性頭痛治療
剤

0106本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

73 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｫﾙﾍﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

73 DK 073  DK 073 DK 073 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻｼﾞﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0902中止 0712商品名変
更(前:ｻｼﾞﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ)

73 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠200mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 010907収載(商
品名の変更 前:ﾅﾊﾟﾉｰﾙ

73 n 073 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日
医工｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

73 OG 73 Otsuka OG73 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕｰﾋﾞｯﾄ錠100mg 尿素(13C) 100mg 大塚製薬 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染診断
用薬

021213収載 ﾋｰﾄ商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）

73 TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9204まで)
73 TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 9508ﾋｰﾄ裏商

品名記載 9204変更
73 SW 073 SW-073 12.5 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾛﾝ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 沢井製薬 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
0109中止(商品名変更
新:ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5｢SW｣)

73 t 73 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

73 TG 73:75 TG73 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

73 TYK73 裸錠 黄褐 無 ｼﾝｺﾞｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 大正薬品工業 血圧降下剤 8811中止
73 YD 073 YD073 裸錠 白 有 ｴｼﾞｪﾝﾇ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

第一三共ｴｽﾌｧ
抗血小板剤 000707収載

74 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠
150mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

74
150mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠150mg ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

旧品名(090925ﾛｷｼｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 050708

74 DK 074 DK 074 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾆｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾀﾞｲﾄ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止 900713収載
74 FZ 74 裸錠(ｵﾌﾞﾛﾝｸﾞ

型)
淡黄 有 ﾅﾘｼｼﾞﾝ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 富士ﾚﾋﾞｵ 狭心症治療剤 9203中止

74 h 074 h-074 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠｢ﾎｴｲ｣ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9701中止
74 n 074 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児

用｢日医工｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

74 OH 74：5 OH-74 5mg：5mg 裸錠(蝶形) 白 有 ｱｽﾗｰﾝ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg(無水物
として)

大原薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

050708収載

74 SW-074:SW-ET 裸錠 黄 有 ｴﾁﾌﾛﾝ5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 沢井製薬 循環増強剤 9409中止
74 t 74 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

74 TYK 74 TYK74 糖衣錠 乳白 無 ｲｿﾀﾞﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大正薬品工業・ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

抗めまい剤 旧品名(081219ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢TYK｣に
変更)

74 TYK 74 TYK74 糖衣錠 乳白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢TYK｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1006ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾀﾞﾄﾞｰﾙ錠)

74 YD 074 YD074 裸錠 極薄橙 有 ﾃﾞﾌｫﾙﾀﾞｰ15mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 陽進堂 ACE-I降圧剤 0809中止
75 ZP 45 ZP45:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｼﾉﾝ錠75mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 071102収載
75 t522 t522 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙｷﾞｽﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
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75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠75 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0304大正富山医薬品販
売 02ﾋｰﾄ75mg追加 9902
ﾋｰﾄ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

75 1C:75μ ｇ 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.075mg->75
μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75)

75 Sc 397:75 Sc397 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｾｲﾌﾞﾙ錠75mg ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ 75mg 三和化学研究所 糖尿病食後過血糖改善
剤

051209収載

75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢CH｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

75 TU 711 TU711 75:TU711 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢TCK｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

75 YD 969 YD969 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢YD｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 陽進堂 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

75 Tw 743:75 Tw743 75 mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-東和薬
品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

75 M 308 75:M308 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

75 ｎ 377 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢日医工｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

75 TO-188  TO-188 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg 鳥居薬品 喘息治療剤 0503中止
75 ROCHE 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/明るい

灰
ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75 ﾘﾝ酸ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ 75mg(ｵｾﾙﾀﾐ

ﾋﾞﾙとして)
中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤 010202収載，ﾋｰﾄ表裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾋｰﾄが
赤いものは備蓄用の赤ﾀ

75 75 TSU417 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙﾃﾞｯｸ75mg錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

鶴原製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載

75 NP 522 75mg:NP-522 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢NP｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

75 Tu 703 Tu703 75mg:Tu703 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢TCK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

75 TYK444 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

75 YD 964 YD964 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢YD｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 陽進堂 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

75 t T1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

75 TG 105 TG105 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

75 ｎ 720 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢日医工｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 日医工 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

75 OH-336 OH-336 75mg:75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
OHARA｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 大原薬品工業 H2受容体拮抗薬 020705収載

75 TG 405  TG 405 TG405 75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

H2受容体拮抗剤 080704収載

75 SW-518 SW-518 75mg:75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
75 Tw408 Tw408 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0808ｺｰﾄﾞ変更

75 075 M622 M622 0.75：0.75mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣S ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0310ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 0002本
体刻印追加(M622)

75 75 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠0.75mg｢CH｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗精神病剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-
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75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
日医工｣

ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾ

75 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

070706収載

75 裸錠 黄白～淡黄 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

050708収載

75 TG 73:75 TG73 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 FF 13:75 FF13:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢FFP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 JG 53:75 JG 53 75:75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 YD 13:75 YD13 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢YD｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 陽進堂 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 SW FV3 SW-FV3 75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 M 633 M633 75 mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ﾏｲﾗﾝ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 KRM 121 KRM121 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢杏林｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 TYK35 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 ｎ 896 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 ZP 32 ZP32:75mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾏｯｸD錠75 ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 0806本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
追加 060707収載

75 SW 909 SW-909 75:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾃﾞﾝ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg（ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして）

沢井製薬 H2受容体拮抗薬 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

75 Tw 213 Tw213 75:Tw213 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

東和薬品 H2受容体拮抗剤 010706収載

75 KN 301 KN301 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75｢KN｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

小林化工･全星薬品 H2受容体拮抗剤 0911発売

75 MH:50 MH050 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾆﾒﾙｸ錠75)

75 MH:50 MH050 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090515ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

75 PH 309 PH309：75mg 裸錠 白 無 ﾙﾎﾟｯｸ錠75mg ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 鎮痛・抗炎症・解熱剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

75 OH-344 OH-344 OH-344 75：75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｻﾁｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 大原薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 0911頃ﾋｰﾄ若干変更
050708収載

75 Tw416 Tw416 Tw416 75mg：75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｾﾀｰﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 050708収載
75 ﾛｷﾀｯﾄ 75mg SW-412 SW-412 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 050708収載
75 D 01 D01 DOJ：75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75｢DJ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
同仁医薬化工-東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ

H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

75 KN 241 KN241 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ錠
75「KN」

塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 050708収載

75
1

裸錠 白 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

長生堂製薬-田辺製薬販
売

血圧降下剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

75 75 CHD-0.75 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 長生堂製薬 精神分裂病･躁病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
75 75 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ

ﾙ錠0.75mg｢CH｣に変更)
75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｻﾞﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
H2受容体拮抗剤 1010中止 0903ﾏｲﾗﾝ製薬

中止
75 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0303迄) 9711ﾋｰﾄ

変更
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75 DK 075 DK075 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾀﾞｲﾄ 気道潤滑去痰剤 中止 920710収載
75 EE 075 EE075 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

75mg｢EMEC｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

75 FZ 75 FZ75 裸錠 白 有 ｷｽﾀﾄﾞｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 高血圧･不整脈用剤 0009中止 0006製造元変
更 9712ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

75 GC:75 GC750 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾃﾝ錠-ﾖｼﾄﾐ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 非麻薬性鎮咳剤 9908中止 9901ﾋｰﾄ表記
号削除(GC750)，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

75 GX 101 GX101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 0803第一三共中止 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

75 HO 75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/白 ﾋﾄﾞﾛﾆｰﾙ75 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 75mg 佐藤薬品工業 血圧降下剤 中止
75 KC 75 KC75 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢科研｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

75 KW F75 KW F75:KW F75 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ｱﾒﾙ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 共和薬品工業 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 MS 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠75 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

080620収載

75 MSD 75 MSD 75:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

明るい灰黄 無 ｼﾝｸﾞﾚｱ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 080418
収載

75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
日医工｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 日医工 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

75 NP 75 75mg:NP-75 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢NP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 OH 75 OH-75 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳｲﾝｸﾙN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 脳循環･代謝改善剤 0712中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

75 OH 75 OH-75 5:OH-75 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳｲﾝｸﾙ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

75 pfizer PGN 75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤褐/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 75mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠75 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9511
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0610ﾋｰﾄ裏記

0301販売
75 RA75 75:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ｺｰﾄﾞ(0808迄) 060701
販売元変更(前:ﾊﾞｲｴﾙ薬
品)，ﾋｰﾄ変更 杏林製薬
のものとﾋｰﾄ異なる

75 RD 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

75 RD 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(0909ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
75mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
0702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

75 RD 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 0909商品名変更(前:ｻﾞﾒｯ
ｸ錠75)

75 糖衣錠 淡赤 無 ﾛﾆｺｰﾙﾀｲﾑｽﾊﾟﾝ錠75 ﾆｺﾁﾆｯｸｱﾙｺｰﾙ 75mg 日本ﾛｼｭ 持続性血行改善剤 91中止
75 ｓａ 75 sａ75 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 硫酸ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ 75mg(ｸﾛﾋﾟﾄﾞ

ｸﾞﾚﾙとして)
ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 060428収載

75 SG-75T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ四君子湯ｴｷｽ錠 高砂薬業-大杉製薬 漢方製剤
75 STT 75 STT75 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠

75mg｢ｻﾝﾄﾞ｣
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

292 / 332 ページ



75 SV 75 SV75:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠75 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

75 SW 075 SW 075 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛｽｴｰﾄﾞ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｽｴｰﾄﾞ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更

75 SW CPN:75 SW-CPN75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

090515収載

75 SW PLZ:75 SW-PLZ OD:OD 75 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸOD錠75mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ 75mg 沢井製薬 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 101119収載

75 SW TFX 75 SW-TFX75:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載

75 t 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
75 TC 151 TC151 75mg:TC151 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 9608中止 940826収載
75 TF 75 TTS-158 75mg:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

75mg｢ﾀｶﾀ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠75mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 0302製
造元変更 9705ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

75 KC 30 KC30 75mg:75mg 糖衣錠 桃 無 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ錠75 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 75mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 0303中止 0206ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9706ﾋｰﾄ変更

75 Tu 75 TU 75:TU 75 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢TCK｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 辰巳化学 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

75 Tu DS･75 Tu DS･75:Tu DS・75
75mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾄﾞﾙｾﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 040709収載

75 Tu TP･075 Tu TP･075 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾂﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9910中止 900713収載
75 Tw IP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠75mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤

収載(商品名変更に伴
い，前:ｲﾃｵﾊﾟﾝ錠)

75 TYK75 10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾆﾌｪﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0612商品名変更(前：ﾆﾌｪ
ﾗｰﾄ) 98ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

75 ｱﾙﾀｯﾄ75 TZ321 TZ321 75:75mg TZ321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg あすか製薬 H2受容体拮抗剤 0510本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 0206ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
等 97ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

75 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(陽進)500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 陽進堂 制酸剤 0507中止 020705収載
75 TC 151 Y-DS75:TC151 Y-DS75 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 吉富製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで)9702大

鵬から承継，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載

75 Y DS75 Y-DS75 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 吉富製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 旧本体(9905まで) 9703
変更，ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

75 Y:DS 75 Y-DS75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 田辺三菱製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0110社名変

75 Y NF75 Y-NF75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾌﾗﾝ錠75mg ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 田辺三菱製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾌﾗﾝ錠)

75 ｱｼﾉﾝ75 ZP3143 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白
(緑ﾗｲﾝ)

ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠75 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9511
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

76 Asahi ABT76 裸錠 黄褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ龍胆瀉肝湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止 900713収載

76
2

裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

長生堂製薬-田辺製薬販
売

血圧降下剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

76 KC 76 KC76 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢科研｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載
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76 KW:076 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｾﾞﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0703中止 960705収載
76 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢

日医工｣
ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 日医工 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経

機能改善剤
060707収載

76 SW-076  SW-076 SW-076 60:60mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾜﾀｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 沢井製薬 徐放性高血圧・狭心症治
療剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾀｰﾙLAｶﾌﾟ
ｾﾙ) 9911ﾋｰﾄ変更(60追
加) 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-

76 t 76 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
76 TYK76 10mg 裸錠 黄～橙 有 ｵﾑｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大正薬品工業 代謝性強心剤 04頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
76 YD 076 裸錠 白 有 ｼﾝｽﾀﾁﾝ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 陽進堂-日本ｹﾐﾌｧ，日本

薬品工業
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

77 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞﾙﾃﾞﾘｰﾙ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

糖尿病食後過血糖改善
剤

050708収載

77 JG F77 JG F77 1:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢JG｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

77 KC 77 KC77 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢科研｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

77 KP 077 裸錠 白 有 ﾍﾞﾊｲﾄﾞ錠4mg ﾍﾞﾝﾁﾙﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 4mg 杏林製薬 利尿・降圧剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾊｲﾄﾞ)

77 n 077 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧･狭心症治療剤)

060707収載

77 OH 77:10 OH-77 10mg:10mg 裸錠(蝶形) 白 有 ｱｽﾗｰﾝ錠10mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業 持続性ACE阻害剤 1003大正薬品工業中止
77 SW 077 SW 077 25mg:25mg 裸錠 白 無 ｴﾙﾓﾗﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 沢井製薬 前立腺肥大症治療剤 0203ﾋｰﾄ変更 960705収
77 YD 077 YD077：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠「陽

進」5mg
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
030704収載

77 裸錠(楕円形) 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

35mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

78 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾙﾃﾞﾘｰﾙ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

糖尿病食後過血糖改善
剤 0.3mg)削除(表はまだ有

り) 050708収載
78 HC 78:1 1:HC78 Hokunalin 裸錠 白 有 ﾎｸﾅﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 閉塞性気道疾患用剤 旧品名(0506迄)，品名変

更(新:ﾎｸﾅﾘﾝ錠1mg) 旧
ﾋｰﾄ(02迄)

78 HC 78:1 HC78 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾎｸﾅﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 閉塞性気道疾患用剤 050610品名変更(前：ﾎｸﾅ
ﾘﾝ錠)

78 JG F78 JG F78 3:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢JG｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

78 KC 78 KC78 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢科
研｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

78 KW078 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｳｨﾙﾎﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 脳循環代謝改善剤 9205中止 900713収載
78 n 078 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血

圧・狭心症治療剤)
050708収載

78 T 78 裸錠 白 有 ｱﾚｽﾄ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 大正製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9103中止
78 t 78 裸錠 淡黄 有 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.05mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.05mg 大洋薬品工業 強心配糖体製剤 070706収載

78 TYK78 裸錠 橙黄 無 ﾊｲｿﾞﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 大正薬品工業 血管強化･止血剤 8812中止

78 YD 078 YD078：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠「陽
進」10mg

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

79 n 079 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠40 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧・狭心症治療剤)

050708収載

79 SW-079 SW-KTN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｹﾝﾄﾝNｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 9409中止
79 TYK79 5mg:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾆﾌｪﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ Ca拮抗剤 101119収載

79 YD 079:10 YD079 10mg:10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢YD｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
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80 ZNC 302:80 ZNC302:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｿﾃﾞｯｸｽ錠80mg ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 前立腺癌治療剤 0903ﾋｰﾄ若干変更
060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｿﾃﾞｯｸｽ錠)

80 SW 454 SW-454 80：80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾄﾌｪﾛﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌｪﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0611頃中止 040709収載
80 ｎ 774 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80mg｢日医

工｣
ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 050610収載，商品名変更

に伴い(前:ｿﾚｯﾄ錠80)
80 BMS 621 BMS621 80:80mg 裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ型) 微青 有 ｿﾀｺｰﾙ錠80mg 塩酸ｿﾀﾛｰﾙ 80mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 不整脈治療剤 0308ﾋｰﾄ変更 03ﾋｰﾄ変更

（表商品名削除等） 0108
ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ表裏商品
名記載 981127収載

80 ｎ 774 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚｯﾄ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 旧品名(050610迄)，品名
変更(新：ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
80mg「日医工」)

80 NCP 114N NCP114N：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚﾄﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日本ｹﾐﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･消炎剤 9609ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)等
930827収載

80 N V:134 80mg：80mg NV134 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠80mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 80mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0209ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

80 N V:134 80mg：80mg NV134 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠80mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 80mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0209ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

80 N01:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾚﾌﾟﾀﾝ錠 塩酸ﾎﾐﾉﾍﾞﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮咳剤 06秋頃中止 0208ﾋｰﾄ変
80 C7 C7 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢DK｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 大興製薬-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺癌治療剤 090515収載
80 FJ 30:80 FJ30 80mg:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢F｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ

ﾑﾌｧｰﾏ
前立腺癌治療剤 090515収載

80 JG G01:80 JG G01 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢JG｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺癌治療剤 091113収載
80 KN 195:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢KN｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 小林化工 前立腺癌治療剤 090515収載
80 NK 7501:80 NK7501 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢NK｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日本化薬 前立腺癌治療剤 090515収載
80 NP 515:80 NP-515 80mg:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢NP｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 前立腺癌治療剤 090515収載
80 C1 C1 80mg:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢SN｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 前立腺癌治療剤 090515収載
80 TU 511 TU511:TU511 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢TCK｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 辰巳化学･興和ﾃﾊﾞ 前立腺癌治療剤 1007販売元変更，統合に

伴い(前:大正薬品工業)
80 AK 366:80 AK366 80mg:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢あすか｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg あすか製薬-武田薬品工 前立腺癌治療剤 090515収載
80 OH 112:80 OH-112 80mg:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ

ﾌｧｰﾏ
前立腺癌治療剤 091113収載

80 SZ 094:80 SZ094 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｻﾝﾄﾞ 前立腺癌治療剤 090515収載
80 t C5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 大洋薬品工業･ﾎｽﾋﾟｰﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ
前立腺癌治療剤 090515収載

80 Tw 745:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 東和薬品 前立腺癌治療剤 100528収載
80 M 611:80 M611 80mg:M611 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ

ｵ，杏林製薬
前立腺癌治療剤 090515収載

80 ｎ 057:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢日医 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日医工 前立腺癌治療剤 090515収載
80 MS 002:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢明治｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 明治製菓 前立腺癌治療剤 090515収載
80 TSU604 80mg：80mg 糖衣錠 緑 無 ﾌｫﾘﾋﾟﾛﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 鶴原製薬 膵・胆道・尿路系鎮痙剤 0511中止
80 Tw 278 Tw278 80mg：80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾚﾄﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
80 YD 662 YD662:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾙﾋﾞｯﾄ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛消炎剤 040709収載

80 ｔ 517 糖衣錠 黄緑 無 ﾖｰﾔｸｰﾙ錠80 ｾﾝﾅｴｷｽ 80mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
Aとして

大洋薬品工業 便秘治療剤 050708収載

80 C-14A 80 C-14A・80：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌｪﾆｰﾙ錠80mg ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ 80mg 中外製薬 慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 0301ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加 0210
ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追加等
9706ﾋｰﾄ記号(CAR80)削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

80 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢CH｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

気道潤滑去痰剤 旧品名(100528ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更) 0903ﾏｲﾗﾝ製
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80 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

気道潤滑去痰剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ
塩酸塩錠15mg｢CH｣)，ﾋｰ
ﾄ若干変更

80 裸錠 白 有 ｺﾃﾞｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢CH｣
に変更) 0802販売会社社
名変更(前:ﾒﾙｸ製薬)

80
80

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗﾌｧﾋﾟﾉﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 長生堂製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0809中止

80 糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠80mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

80 Sc 305 Sc305 ECO80:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｺﾗﾝ錠80mg L-ｼｽﾃｲﾝ 80mg 三和化学研究所 L-ｼｽﾃｲﾝ製剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｺﾗﾝ錠) 03頃
ﾋｰﾄ変更（Sc305裏から
表，裏商品名記載） 9610
ﾋｰﾄ変更

80 裸錠 白 無 ｶﾞｽｺﾝ錠80mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 80mg ｷｯｾｲ薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤
加)

80 HD 080:50 HD-080 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｰﾙｽﾊﾟﾝ錠50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 精神安定･消化性潰瘍治
療剤

0306ﾋｰﾄ変更 0304社名
変更（前：菱山製薬）

80 KC 80 KC80 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢科研｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

80 KW 080 KW080:KW080 5mg 裸錠 淡黄赤 有 ｴﾅﾗｰﾄ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 共和薬品工業 持続性ACE阻害剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

80 NCP 114N NCP114N：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚﾄﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日本ｹﾐﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･消炎剤 9609ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)等
930827収載

80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟｽﾑｽ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 第一製薬 胆･膵･尿路鎮痙剤 0312中止 98ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
80 裸錠 淡黄白 有 ｽﾚﾏｰﾄ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 全星薬品工業 膵･胆道系鎮痙剤 0512中止 9901ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
80 t 426 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾙｲﾙﾋﾞﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
80 SW BLT 80 SW-BLT80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｻﾜｲ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 沢井製薬 前立腺癌治療剤 090515収載
80 t 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
80 TSU080 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｼﾞﾝ錠10(ﾂﾙﾊﾗ) 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9604薬価削除
80 Tu-ZP 80 Tu ZP-80:Tu ZP-80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80「ﾀﾂﾐ」 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
80 TYK80 裸錠 淡黄白 有 ﾋﾟﾛﾀﾞｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大正薬品工業 利尿降圧剤 9504中止
80 糖衣錠 薄赤紫 無 ｾﾌｧﾙﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾁｵﾌﾟﾛ

ﾍﾟﾗｼﾞﾝ
5mg 塩野義製薬 神経安定剤 9504中止

80 裸錠 黄～橙黄 有 ﾌﾞﾛﾆｶ錠80 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 80mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

01頃ﾋｰﾄ変更 951124収
載

80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠80mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

100924収載

81 N N301 81mg 裸錠 淡橙 無 ｱｽﾌｧﾈｰﾄ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 中北薬品 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾌｧﾈｰﾄ錠
81mg)

81 裸錠 淡橙 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mg)

81 BUFFERIN Combi.T.A81 裸錠 淡橙 無 ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg ﾗｲｵﾝ-ｴｰｻﾞｲ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾌｧﾘﾝ81mg
錠)，ﾋｰﾄ変更

81 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0405中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

81 HD 081:100 HD-081 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｰﾙｽﾊﾟﾝ錠100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 菱山製薬 精神安定剤 00中止
81 KC 81 KC81 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠

20mg｢科研｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載
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81 KW 081 裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾄﾋﾟｸﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 980710収載
81 SW 180 SW-180：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20「SW」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

81
45mg:45mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｺﾌﾉｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日医工･日本薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

81 TSU081 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｼﾞﾝ錠(ﾂﾙﾊﾗ) 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9604薬価削除
81 TSU625 81 裸錠 淡橙 無 ﾌｧﾓﾀｰ錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 鶴原製薬 小児用解熱鎮痛剤 0010中止 0003承継(堀田

薬品合成より)
81 TYK81 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾍﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 大正薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 8808中止
81 糖衣錠 淡黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠10mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 10mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0110本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
81 糖衣錠 黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0202本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
81 糖衣錠 微黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠5mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0202本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
82 HC 082 HC082 裸錠 白 無 ｲﾉｸﾁﾝ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 北陸製薬 消炎酵素剤 9903中止 9903ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
82 KP 082 糖衣錠 白 無 ﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ錠 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸 150mg 杏林製薬 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸製剤 9503中止
82 KW 082 KW082:KW082 10mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗｰﾄ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 共和薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
100528収載

82 SW 082 SW-082 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾀﾘｯｸ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 沢井製薬 心・腎疾患治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾝﾀﾘｯｸ) 0002
本体変更(082追加)，ﾋｰﾄ
変更(50追加)

82 t 82 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
82 TO 082 裸錠 白～淡黄 有 ﾕﾘﾉｰﾑ ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 経過措置(060331迄)，旧

本体(050610迄)，品名変
更(新:ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg)に
伴い

82 TO-082 25 裸錠 白 有 ﾕﾘﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾕﾘﾉｰﾑ25mg)
0409割線追加

82 TO-082 50 裸錠 白～淡黄 有 ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾕﾘﾉｰﾑ)

82 糖衣錠 極薄紅 無 ｽﾙﾓﾝﾁｰﾙ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 塩野義製薬 抗うつ剤 0308本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

82 糖衣錠 紅 無 ｽﾙﾓﾝﾁｰﾙ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 塩野義製薬 抗うつ剤 05本体ｺｰﾄﾞ位置変更(両
面分割→片面一括印刷)

83 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0809中止
83 DK 083 DK083 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｯﾄ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠
25mg｢日医工｣) 0209ﾋｰﾄ

83 DK 083 DK083 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠25mg
｢日医工｣

塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg(無水物
として)

ﾀﾞｲﾄ-日医工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾚﾝｾﾞｯﾄ錠)

83 HD 083 HD:HD-083 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸｰﾙﾌﾞﾁﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 菱山製薬 消化管運動調律剤 0010中止 920710収載
83 SS 083 SS083 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾝｻｰｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ

ﾅﾄﾘｳﾑ
125mg，
62.5mg

ｴｽｴｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ複合製剤 9408中止

83 SW 083 SW-083 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL
錠10mg｢ｻﾜｲ｣に変更) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AT10)削

83 SW 083 SW-083 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠10)

83 t 83 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
83 TYK 83 TYK83 裸錠 白 有 ﾆｺｼﾅﾐﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 大正薬品工業 脂質代謝改善剤 9504中止
83 RM 10 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 抗不安剤 9504中止
83 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠2 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 抗不安剤 0111本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
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83 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 抗不安剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

84 h 084 h-084 裸錠 白 有 ﾄﾗﾍﾞｽﾄ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9608中止
84 SG-84T 2錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ大黄甘草湯ｴｷｽT 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9905商品名記載
84 SS 084 SS084 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾝｻｰLｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ

ﾅﾄﾘｳﾑ
250mg，
125mg

ｴｽｴｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ複合製剤 9504中止

84 SW 084 SW-084 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL
錠20mg｢ｻﾜｲ｣に変更) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AT20)削

84 SW 084 SW-084 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠20)

84 裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0602迄) 0510
製造販売元変更(前:大正
製薬) 0011ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

84 TSU084 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡茶/淡黄 ｴｰﾃﾞｼﾝ･C ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 鶴原製薬 胆道疾患治療剤 0605中止
84 TYK84 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞﾍﾟﾙﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大正薬品工業 冠循環増強剤 9302中止
84 U U084 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ200 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
200mg ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟｼﾞｮﾝ 抗悪性腫瘍経口黄体ﾎﾙ

ﾓﾝ剤
98中止 9609社名変更

84 HLS0.75 裸錠 白 有 ﾊﾛｽﾃﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
84 裸錠 白 有 ﾊﾛｽﾃﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9911中止 9712ﾋｰﾄ変更，

表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
84 HLS1 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
84 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
84 HLS2 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
84 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
85 DK 085  DK 085 DK085 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 止瀉剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾍﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ)
85 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ

ｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

85 KP 085 裸錠(六角形) 赤橙 有 ﾍﾞﾊｲﾄﾞRA配合錠 杏林製薬 血圧降下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾊｲﾄﾞRA錠)

85 SW-085:SW-CN50 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50｢ｻﾜｲ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 脳血流促進剤 92中止
85 裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠200 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 200mg 大正製薬 不整脈治療剤 9503中止 920828収載
85 TSU085 5mg:FAD 5 5mg

耳：FAD5
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 FAD錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:FAD5(ﾂﾙﾊﾗ))
85 TYK85 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾋﾟｵﾁﾝ錠･30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 大正薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0707中止
86 TSU086 10mg: FAD10

10mg耳:FAD10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 FAD錠10mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:FAD10(ﾂﾙﾊ
86 TYK86 60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾋﾟｵﾁﾝ錠･60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 大正薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0707中止
87 KW 087:1 裸錠 白 有 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 共和薬品工業 睡眠剤 010706収載
87 Asahi ABT87 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ六味地黄丸料FC

ｴｷｽ錠医療用
ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

87 t 87 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 大洋薬品工業 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

080704収載

88 KW 088:2 裸錠 白 有 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 2mg 共和薬品工業 睡眠剤 010706収載
88 DK 088 DK088 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾛｷｼﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾀﾞｲﾄ 消化管運動調律剤 9712中止 920710収載
88 h 088 h-088 裸錠 黄 有 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ錠｢ﾎｴｲ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 利尿降圧剤 9611中止
88 HD 088 HD-088 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｹﾄﾌﾟﾛ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 菱山製薬 消炎･鎮痛剤 9910中止
88 TYK88 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞﾍﾟﾙﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大正薬品工業 冠循環増強剤 9302中止
89 KTB 67 KTB89 67mg:67mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ67mg｢

KTB｣
ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 寿製薬 高脂血症治療剤 101119収載

89 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾊﾟﾛｰｽｶﾌﾟｾﾙ300mg ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 共和薬品工業 EPA製剤 980710収載
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89 SW 089 SW-089 30:30mg 裸錠 白 無 ｸﾗﾙｰﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 旧品名(100528ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩錠30mg｢ｻﾜｲ｣に
変更) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｸﾗﾙｰ

89 SW 089 SW-089 30:30 mg 徐放性裸錠 白 無 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾙｰﾄ錠
30mg)，ﾋｰﾄ若干変更

89 TSU089 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 M-ﾁｽﾃﾝ錠50mg Ｌ-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 鶴原製薬 気道粘膜疾患治療剤 10中止 071221収載(商品
名変更に伴い，前:M-ﾁｽ
ﾃﾝ錠)

90
60

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載表→裏等)

90 TSU 282 TSU282 90mg 裸錠 白 無 ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 鶴原製薬 消炎･出血抑制酵素剤 0806商品名変更(前:ｽｶ
ﾉｰｾﾞﾘﾝ90)

90 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0604迄) 0504社
名変更(合併)

90 SW 220 SW-220 90mg：90mg 裸錠 白 有 ﾉｲﾀｰｾﾞ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1001中止 0806商品名変
更(前:ﾉｲﾀｰｾﾞ90)

90 SW 220 SW-220 90mg：90mg 裸錠 白 有 ﾉｲﾀｰｾﾞ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1001中止 0806商品名変
更(前:ﾉｲﾀｰｾﾞ90)

90 90 90mg 裸錠 白 有 ﾉﾌﾞﾛｰｾﾞｴｽ錠(90) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 藤本製薬 消炎酵素剤 9412中止
90 AJ2 90 AJ2 90:90mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾌｧｽﾃｨｯｸ錠90 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg 味の素製薬-第一三共 速効型食後血糖降下剤 1004製造販売会社変更

(前:味の素)
90 PH 305 PH305：90mg 裸錠 白 無 ﾐﾀﾁｰﾑ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消炎酵素剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
90 TC 140 90mg:90mg TC140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠90mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠)
90 裸錠 白 無 ﾖｳｱﾁｰﾑ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 陽進堂 消炎酵素製剤 旧品名(0712迄，新品名:

ﾘｿﾞﾁｰﾑ塩酸塩錠90mg｢
YD｣)

90 裸錠 白 無 ﾘｿﾞﾁｰﾑ塩酸塩錠90mg｢
YD｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 陽進堂 消炎酵素製剤 0810中止 0712商品名変
更(前:ﾖｳｱﾁｰﾑ錠90)

90 裸錠 白 有 ｴﾄﾅｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄)，SP→
PTPへ 9705変更(Sc371

90 Sc 371 Sc371 90mg ETO90：
90mg

裸錠 白 有 ｴﾄﾅｰｾﾞ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 0903中止 0512商品名変
更(前:ｴﾄﾅｰｾﾞ錠)，本体
ｺｰﾄﾞ記載 0306SP→
PTP， 9705変更(Sc371

90 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｸﾃﾞｨｰﾑｶﾌﾟｾﾙ90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg あすか製薬-武田薬品工
業

酵素製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｸﾃﾞｨｰﾑ90)
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

90 HD 090 250mg HD-090:250mg 裸錠 白 無 ｺﾘｽﾊﾟｰ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｽﾊﾟｰ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬）

90 KB TT9 TT90 裸錠 白 有 ﾃﾗﾁｰﾑL90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

90 KW 090 50：KW090 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg「ｱﾒ ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 共和薬品工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
90 LC 90 LC395SV 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｼﾝｶ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 進化製薬 消炎酵素剤 9603中止
90 SY LY90SY (90は小文字) 裸錠 白 有 ﾘｿﾞｽﾐﾝ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 生晃栄養薬品 消炎酵素剤 0912中止 0712商品名変

更(前:ﾘｿﾞｽﾐﾝ90) 同じ本
体ｺｰﾄﾞの製品多数あり

90 mpL90 裸錠 白 無 ﾐﾅﾄｰﾙL90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ﾐﾅﾄ製薬 消炎酵素剤 中止
90 EISAI NZ090 90mg:90 EISAI NZ090 裸錠 白 無 ﾉｲﾁｰﾑ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9910製造元変更 9704ﾋｰ

ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
90 OI25 90mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ｵｰｸﾗ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 中止
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90 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 富山化学工業 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 9605ﾋｰﾄ
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

90 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消炎酵素剤 04頃中止 0307ﾋｰﾄ変更
0304大正富山医薬品販

90 O.S L-90 O.S-L90 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｵｦﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎酵素剤 9501中止
90 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg 山之内製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(02～03にかけて

変更) 990813収載 ﾋｰﾄ裏
に｢食超然に服用｣の記

90 TC138 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾘﾀﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 9503中止 9306変更
90 TC 140 TC140 90mg:TC140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9702ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
90 TKS 90 TKS90 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｲﾘﾄﾞﾝ錠 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品 消化管運動改善剤 0012中止 960705収載，

ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
90 TSU090 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 M-ﾁｽﾃﾝ(100) L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 鶴原製薬 気道粘液溶解剤 10中止
90 Tu LZ-090 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ90錠｢ﾀﾂﾐ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 辰巳化学 消炎酵素剤
90 Tw L90

90mg
裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤

品名変更(塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠
90｢ﾄｰﾜ｣)

90 TYK90 裸錠 白 有 ﾀﾌﾅｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 不整脈治療剤 9906中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

90 TZN-90 335 裸錠 白 有 ﾀﾝﾁﾅｰｾﾞ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大洋薬品工業 消炎酵素剤 94中止
90 ｽﾀｰｼｽ 90 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤色 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 0605本体ｺｰﾄﾞ変更，色調

変更(前:白)，小型化，ﾋｰ
ﾄ変更

90 糖衣錠 淡黄褐 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠100mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 100mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0108本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

90 糖衣錠 薄赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 12.5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

90 糖衣錠 赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0107本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

90 糖衣錠 赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0108本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

90 HT2U 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ﾎﾘﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 堀田薬品合成 消炎酵素剤 9601中止
91 糖衣錠 白 無 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ錠(阪急) ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 阪急共栄物産 ﾄﾘｺﾓﾅｽ症治療剤 9603中止
91 KW 091:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾁｾﾀﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 共和薬品工業 精神安定剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
91 MKC 091:5 MKC091 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾙﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 血管拡張性β 1遮断剤 1010製造販売元変更(前:

田辺三菱製薬)
91 SS 091 SS091 裸錠 白 有 ﾛｰｻﾐﾝ2 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｴｽｴｽ製薬 利尿･降圧剤 9005中止
91 TYK91 TYK91 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(小判

型)
類白 無 ﾋﾟﾃﾄﾝ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大正薬品工業 合成抗菌剤 9007中止

91 UPJOHN 91 UPJOHN 91 裸錠 白 有 ｿﾗﾅｯｸｽ0.8mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗不安剤 0304販売社名変更（統合
に伴い）

91 ZE 91 ZE91 BAS:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｽﾃｨｰﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 全星薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0712商品名変更(前:ﾊﾞｽ
ﾃｨｰﾝ錠) 0307ﾋｰﾄ変更

92 h-092 糖衣錠 黄 無 ｺﾍﾟｯｸ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現:ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟ 骨格筋弛緩剤 9411中止
92 KW 092:1 KW092 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾁｾﾀﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 共和薬品工業 精神安定剤 920710収載
92 MKC 092:10 MKC092 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾙﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 血管拡張性β 1遮断剤 1010製造販売元変更(前:

田辺三菱製薬)
92 n 092 裸錠 白 有 ｱﾒｼﾞﾆﾝ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工 低血圧治療剤 0212ﾋｰﾄ変更 990709収
92 SS 092 SS092 裸錠 白 有 ﾛｰｻﾐﾝ4 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 4mg ｴｽｴｽ製薬 利尿･降圧剤 9005中止
92 ZE 92 ZE92 200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ錠200mg｢ZE｣ ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 全星薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0806商品名変更(前:ｶﾙｽ

ﾃﾉﾝ錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
92 ZE 92 CLS ZE92:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｶﾙｽﾃﾉﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 全星薬品工業 骨粗鬆症治療剤 旧品名(0806ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ

錠200mg｢ZE｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

92.7 RJ RJ92-7:COX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｺﾓﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日本ﾍｷｻﾙ 脳循環代謝改善剤 9904中止 9503製造販売
元変更 920710収載

93 糖衣錠 白 無 ﾂﾖｶ錠20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 阪急共栄物産 肝臓疾患用剤 9904中止
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93 n 093 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 0301ﾋｰﾄ変更 990709収
93 SW 093 SW-093 60:60 mg 徐放性裸錠 白 有 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠60mg

｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 100528収載

93 ZE 93 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｽｺ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 全星薬品工業-全星薬品 前立腺肥大症治療剤 0707中止 970711収載
94 TYK94 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0707中止 0101本体刻印
94 E 94 裸錠 白 無 ｴｱﾛﾊﾟｯｸｽ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ﾐﾄﾞﾘ十字 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 9606中止 9502本体刻印

本体のEは逆三角形の中
にE

94 n 094 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 990709収載
94 PT 094 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9004中止
94 SZ 094:80 SZ094 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｻﾝﾄﾞ 前立腺癌治療剤 090515収載
94 TSU 094 TSU094 5mg 裸錠 黄 有 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠(ﾂﾙﾊﾗ) 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 鶴原製薬 循環増強剤 0604中止 0207本体刻印

追加 9611ｺｰﾄﾞ化
95 KW 095 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾐﾄﾞ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 抗てんかん剤 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
95 n 095 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠50mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 100528収載 十字割線
95 PT 095 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9010中止
95 SG-95T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ五虎湯ｴｷｽ錠 高砂薬業-大杉製薬 漢方製剤
95 90mg:TYK95 90mg 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠

90mg(TYK)
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0707中止 0012本体ｺｰﾄﾞ

追加
95 NV5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微帯黄白 有 ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ
95 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微帯黄白 有 ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤
96 CDL:h-096 10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｺﾛｼﾞﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810中止 0802社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
96 NPC96 25  NPC96 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg 酢酸亜鉛水和物 25mg(亜鉛と

して)
ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

ｳｨﾙｿﾝ病治療剤(銅吸収
阻害剤)

080418収載 ﾊﾞﾗのみ

96 NPC96 50  NPC96 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 酢酸亜鉛水和物 50mg(亜鉛と
して)

ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

ｳｨﾙｿﾝ病治療剤(銅吸収
阻害剤)

080418収載 ﾊﾞﾗのみ

96 PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)
96 PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

96 糖衣錠 赤 無 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A配合錠 塩野義製薬 精神神経用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A)

97 KW 097 裸錠 白 有 ｱｷﾘﾃﾞﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

97 PT 097 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

97 SW-097 SW-IT 裸錠 白 有 ｲﾀｻﾘﾐﾝ 沢井製薬 解熱鎮痛剤 89中止
97 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B配合錠 塩野義製薬 精神神経用剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B)
98 糖衣錠 桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250(阪急) ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 阪急共栄物産 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0108中止
98 糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0110本体ｺｰﾄﾞ印刷面変

更 010706収載(商品名変
98 糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(50mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
98 糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
99 SW-099:SW-NL 糖衣錠 帯黄白 無 ﾉｰﾒﾘﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 沢井製薬 抗ｾﾛﾄﾆﾝ剤 92中止
99 E 22 TSU99 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾂ

ﾙﾊﾗ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 鶴原製薬 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠4mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣)

99 TYK99 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾀﾍﾞｸﾚﾝ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大正薬品工業 末梢性神経障害治療剤 9303中止
100 OH 241 OH-241 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱｰﾁﾒﾝﾄ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大原薬品工業・持田製薬 経口蛋白分解酵素阻害 0909ﾋｰﾄ若干変更
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100 SW 128 SW-128 100:100mg 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾞﾌｨﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 気管支喘息治療剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など 900713収載

100 TSU 000 TSU000 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｱｲﾃﾞｲﾄ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高尿酸血症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｲﾃﾞｲﾄ錠)

100 TC441 TC441 100mg:100mg TC441 ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧本体，ﾋｰﾄ（0503頃迄，
本体商品名記載に伴い）

100 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨ 100 100mg:100mg TC441 ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0503頃本体商品名記載
(本体TC441削除等)，ﾋｰﾄ
変更

100 t F2 口腔内崩壊錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 090515収載

100 M 132 M132 100mg OD:100mg
OD

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠100mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 101119収載

100 BMD 9 BMD9 100mg 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢BMD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 食後過血糖改善剤 090515収載
100 JG F57 JGF57 100:100 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢JG｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 食後過血糖改善剤 090515収載
100 NS 367 NS367 100:100mg 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢NS｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日新製薬 食後過血糖改善剤 090515収載
100 YD 557 YD557 100mg:100mg 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢YD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 陽進堂･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ
食後過血糖改善剤 090515収載

100 t 602 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ﾀｲ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 070706収載
100 M 110:100 M110 100mg:100mg 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ﾏｲﾗ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 091113収載
100 ｎ 033:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢日医

工｣
ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日医工 食後過血糖改善剤 090515収載

100 TU 102 Tu102 100mg:Tu102
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100｢TCK｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 060707収載

100 TM 110 TM110 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢TOA｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 東亜薬品-興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

100 t 67 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 060707収載
100 M 486 M486 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080201収載(商品名変

更，前:ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾒ
ﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

100 KN 312 KN312 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100「KN」 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載
100 t 702 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

錠)
白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090515収載

100 Tw 206 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾄｰ ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 080704収載
100 MPI 220 MPI220：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 不整脈治療剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表10削
100 TSU 011 TSU011 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾃﾈｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 鶴原製薬 抗A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ

剤･精神活動改善剤･ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ症候群治療剤

0908商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ｼﾞﾝ100)

100 TSU 023 TSU023 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｱﾃﾈﾝﾄｲﾝ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 鶴原製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈﾝﾄｲﾝ錠)

100 R 126 R126:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾄﾞﾌﾞﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 降圧剤 0902中止
100 KH704 100mg：100mg 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾓﾗﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 協和発酵工業 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0303中止 0112ﾋｰﾄmg追

加 9512ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

100 ZE 60 ZE60 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(徐放
錠)

白～帯黄白 無 ｱﾆﾍﾞｿｰﾙSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 高脂血症治療剤 101119収載

100 DS 513 100:DS 513 100 DS513 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～帯黄白 有 ｱﾊﾞﾌﾟﾛ錠100mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 100mg 大日本住友製薬 長時間作用型ARB 080613収載

100 SW 730 SW 730:SW-730 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾌﾟﾘｰﾄﾞ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9801中止 960705収載
100 ｱﾌﾟﾚｰｽ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 Tw 524:100 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg

｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 100528収載

100 裸錠 黄 有 ｱﾑﾎﾀｲｼﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 大洋薬品工業 抗真菌性抗生物質製剤 9909中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更
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100 裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀSF錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾗﾝﾀ-SF錠)

100 裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0110商品名変更(前:ｱﾚﾋﾞ
ｱﾁﾝ錠)

100 AL AL AL 100 ALOC：100 裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾛｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ-科研製薬 高尿酸血症治療剤 0712中止 0601製造販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ) ｻﾝﾄﾞとﾋｰﾄ異なる 0209
ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ変更
(前:TALC)

100 AL
100mg

裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾛｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ 高尿酸血症治療剤 0809中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表100追加と
一般名記載 科研とﾋｰﾄ異

100 裸錠 白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興和 高尿酸血症治療剤 0711中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ｱﾛ
ﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠) 0310本体
ｺｰﾄﾞ記載

100 PHARMAR 113 PH113:100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高尿酸血症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0801迄)
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾛﾌﾟﾘ

100 PH 113 PH113:100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高尿酸血症治療剤 0801本体ｺｰﾄﾞ変更

100 S H 100mg SH301 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｼｮｰ
ﾜ｣

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 昭和薬品化工 高尿酸血症治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ
錠)，ﾋｰﾄ表記号(100mg)

100 100 100mg∧ 裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0602ｺｰﾄﾞ変更
100 220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 0603ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載

表->裏等) 9804ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 9510収載

100 NCP 394A NCP394A：100 裸錠 白 有 ｱﾝｼﾞｰﾌ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 高尿酸血症治療剤 0706本体ｺｰﾄﾞ追加
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝｼﾞｰﾌ)

100 SYT011：100mg 裸錠 白 無 ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ錠「三恵」 ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 三恵薬品 結核治療剤 0912中止 0503SP→PTP
100 MK 13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠100

「MEEK」
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工-明治製菓 抗真菌剤 040709収載（ﾋｰﾄ表

100mg記載は4錠ｼｰﾄ×
100 MK 13 MK13 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠100

「MEEK」
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工 抗真菌剤 040709収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
100 TTS 656 TTS-656 100mg:100mg 裸錠(長円形) 帯黄白～黄 有 ｲﾄﾗｺﾈｰﾄ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 高田製薬 経口抗真菌剤 1009中止 070706収載
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾊﾟﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 抗血小板剤 0606頃中止 9805ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 PH143:100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 解熱鎮痛消炎剤 0703中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
100 OI16 100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 0303中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載
100 261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗炎症･鎮痛･解熱剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ)
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白～帯黄白 有 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠100mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 100mg 塩野義製薬 長時間作用型ARB 080613収載

100 TMC125:100 錠剤(楕円形) 白～微黄白 無 ｲﾝﾃﾚﾝｽ錠100mg ｴﾄﾗﾋﾞﾘﾝ 100mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090116収載 ﾊﾞﾗのみ
100 SW 170 SW-170 100:100mg 裸錠 白 有 ｳﾋﾞﾛﾝ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 肝･胆･消化機能改善剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｳﾋﾞﾛﾝ100) ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 HD 172 100mg HD-72:100mg 裸錠 白 有 ｳﾙｻﾐｯｸ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 0304社名変更（前：菱山
製薬） 990709収載
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100 ZE 11 ZE11 100mg:100mg 裸錠 白 有 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠
100mg｢ZE｣

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業･高田製薬 肝･胆･消化機能改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｷｺｰﾙ錠)，
ﾋｰﾄ記号変更(SKC→

100 ZE 11 裸錠 白 有 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠
100mg｢ZE｣

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｷｺｰﾙ錠)

100 100mg 100：100mg 100 裸錠 白 有 ｳﾙｿ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 田辺三菱製薬 肝･胆･消化機能改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 040709収載，
品名変更に伴い（前：ｳﾙ
ｿ100）

100 Tw US Tw.US 100 裸錠 白 有 ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠
100)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0112ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 0001ﾋｰﾄ表商品名
記載

100 NS-247 100mg:NS247 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｴｽﾃﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日新製薬 子宮内膜症治療剤 0702中止 920710収載
100 JG C18 JG C18 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢JG｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
101119収載

100 Tw 332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

100 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704
収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠） 0110ﾋｰﾄ裏商
品名記載

100 腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

抗生物質製剤 0411中止

100 BAYER:AD 腟錠(細長) 白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠100mg ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠)

100 TKS 550 TKS 550 TKS550：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｵｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ，
杏林製薬

子宮内膜症･乳腺症治療
剤

0609中止 0308ﾋｰﾄ変更

100 OH 301 OH-301 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵｰﾊﾗｷｼﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大原薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
100 AK 441 AK441 100mg:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg あすか製薬-武田薬品工

業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

1101ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾜｲｽ)

100 ｎ 503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

100 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ SW 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
広範囲経口抗菌製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠
100mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

100 TSU 136 TSU136 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾂﾙﾊ ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 鶴原製薬 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
100 KN･287 KN 287 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ｵﾙｿﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 小林化工 不整脈治療剤 0706中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収載
100 R 128 R128:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾄﾛｯｸ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 龍角散 消化管運動調律剤 02頃中止 920710収載
100 Tw 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾓｽﾀｰﾙ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 東和薬品 経口蛋白分解酵素阻害 960705収載
100 JG F11 JGF11 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠

100mg｢JG｣
ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0801発売

100 n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日医工 経口蛋白分解酵素阻害 0903田辺三菱製薬中止
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｶﾓｽﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0604頃中止 0305ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
960705収載

100 NC CE NCCE：100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾙﾊﾞﾝ錠100 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 0110錠剤形状変更，割線
入

100 HD 113 HD-113 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾙﾓｻﾞｼﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0309ﾋｰﾄ変更，裏100mg
追加等 0304社名変更
（前：菱山製薬） 970711
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100 M 268 M268 100 裸錠 白 有 ｷﾓﾀﾐﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｽｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 模範薬品研究所 肝･胆･消化機能改善剤 0112中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠100mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

100mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

100 SW-725 SW-725 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾗﾙｰﾄRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 旧品名(100528ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜ
ｲ｣に変更) 061208収載
(商品名変更に伴い，前:ｸ
ﾗﾙｰﾄR100)

100 NMB 943 NMB943 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 万有製薬・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)，承
継に伴い(日医工へ)

100 NMB 943 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

100 PH338:100mg 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠100mg｢PH｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 解毒剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠)

100 TBP110 TBP110 100mg:100mg
TBP

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｸﾛﾀﾑ ﾄﾙﾌｪﾅﾑ酸 100mg 東菱薬品工業 消炎鎮痛剤 0412中止 0104ﾋｰﾄ変更
(100mg追加等) 9702ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 OH 303 OH-303 100mg:OH-303
100mg

裸錠 白 無 ｸﾞﾛﾝﾄ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大原薬品工業 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 KH 104 KH104 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑 無 ｹﾀｿﾞﾝ錠 ｹﾄﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ 100mg 協和発酵工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎剤 0001中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 OHTA 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｹﾀﾝﾘﾌﾄ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高尿酸血症治療剤 0711中止
100 PO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾈｼﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 脳血管障害治療剤 9805中止 大洋のｺﾝｽﾋﾟｯ

ﾄ錠(硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾉｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 山之内製薬 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0403中止 0207ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS･100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日医工 組織修復性消化性潰瘍・
胃炎治療剤

旧品名(090925ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ
ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢東海｣
に変更) 0704承継(日医

100 TSU201 100mg：100mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣

ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 鶴原製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢東海｣

ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日医工 組織修復性消化性潰瘍・
胃炎治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS･
100)

100 TP 188 TP-188 100mg 裸錠 白 有 ｺﾞｸﾐｼﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

利胆・胆石溶解剤 0504社名変更(前：竹島
製薬)  02ﾋｰﾄ変更

100 COM 100mg:COM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄黄赤～くす
んだ黄赤

無 ｺﾑﾀﾝ錠100mg ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 末梢COMT阻害剤 070316収載

100 YT V1 YT-V1 100mg:100mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｻｲﾄｯｸD錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 高尿酸血症治療剤 0211中止 0202ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載

100 TTS-107 100mg 裸錠 白 有 ｻﾘﾁﾙﾛﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 高田製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0706中止
100 BMD 16 BMD16 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢BMD｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 FJ42 100 FJ42 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢F｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 JG F10:100 JG F10 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢JG｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 KRM 107:100 KRM107 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢KRM｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 MK 38:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 小林化工-明治製菓 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

100 MK 38:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 小林化工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

100 NP 527:100 100mg:NP-527 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢NP｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載
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100 NS 355 NS355 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢NS｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日新製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 Ｔｕ 312 TU312 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢TCK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 辰巳化学 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 100 S27 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢TSU｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 鶴原製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 TYK522 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢TYK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 YD 967 YD967 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢YD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 陽進堂・第一三共ｴｽﾌｧ，
あすかActavis製薬，武田
薬品工業

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 OH 307:100 OH-307 100mg:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 NCP 33E:100 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 t S2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 TTS 503:100 TTS-503 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ﾀｶﾀ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 高田製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

100 Tw 742:100 Tw742 100 mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 東和薬品 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 M312 100 M312 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 ｎ 315:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢日医工｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日医工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本住友製薬 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠)
97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

100 ZE 11 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

100 ZE 11 ZE11 SKC:100mg 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業･高田製薬 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤

04頃中止

100 Tw 701 Tw701 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟｷｻﾉﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

東和薬品 広範囲経口抗菌剤 091113収載

100 TG 136 TG136 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

不整脈治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

100 MSD:277 MSD277:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄 無 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠100mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

100mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

MSD 選択的DPP-4阻害剤，糖
尿病用剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 091211
収載

100 Tw 334 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠100mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 081107収載

100 NS 381 NS381 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｼﾞﾙﾍﾟﾝﾀﾞｰ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日新製薬 抗血小板剤 0909商品名変更(前:ｼﾞﾙ
ﾍﾟﾝﾀﾞｰ錠)，ﾋｰﾄ若干変更

100 JG F13 JGF13 100mg 100:100 裸錠 白 有 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢JG｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗血小板剤 1011発売
100 NP 275：100 NP-275 100mg 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢NP｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 1006販売休止 050708収

載
100 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
抗血小板剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾀｿﾞﾅ錠
100)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

100 MH 123 MH123 100mg:MH123
100

裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾛｽﾒﾙｸ錠

100 n 374 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾃｰﾄ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日医工 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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100 CG 212 100mg：100mg CG 212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療､抗A型ｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0210ﾋｰﾄ変更 9712ﾋｰﾄ裏
変更(SYM100削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 TSU 293 TSU293 250mg:250mg 裸錠 白 無 ｽｰﾙｷｯﾄ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 鶴原製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
100 TSU 295 TSU295 100mg：100mg 裸錠 黄 有 ｽｶﾉｰﾘﾝ錠 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 鶴原製薬 消炎鎮痛剤 0808中止
100 KW 226 KW226 100:KW226 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠100mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 抗精神病剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠100)
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角

形)
白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 1101中止

100 t617 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載

100 n 343 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾌﾟﾗﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0303本体刻印追加
100 裸錠 黄 有 ｽﾘﾀﾞﾆｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 02頃中止 9806本体，ﾋｰﾄ

変更
100 SW 106 SW-106 100:100mg 裸錠 黄 有 ｽﾘﾝﾍﾟﾝ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 0706中止 0205ﾋｰﾄ100追

加など 00本体刻印
100 KW 212：100 212:KW212 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 旧品名(050610迄)，品名

変更(新：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠
100mg｢ｱﾒﾙ｣) 0410本体

100 Kw 212：100 212:Kw212 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100｢ｱ
ﾒﾙ｣)

100 Tw 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
100 TSU305 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾｴﾙﾐｰﾄ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 鶴原製薬 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｴﾙﾐｰﾄ錠)
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵｱﾆﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 循環機能改善剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

100 腸溶性糖衣 白 無 ｾﾞｵﾁﾝ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 粘膜疾患治療･去痰剤 030704収載(品名変更
前：ｾﾞｵﾁﾝ錠)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｷｼｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0712迄)，商品名
変更に伴い(新：ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣)
0306ﾋｰﾄ変更

100 TW CFIX100 Tw.CFIX100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾｷｼﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0701中止 020705収載
100 TW CFIX100 Tw.CFIX100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾｷｼﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0701中止 020705収載
100 MP 1 ORGANON MP1:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 高血圧症･狭心症･不整

脈治療剤
0906中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ)

100 Ys-SEF-1.25 糖衣錠 黄 無 ｾﾌｧｯｸ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 三全製薬-富士製薬工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9310中止
100 CFIX 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ100 ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)

010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢CH｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

100 TU 712 TU712 100:TU712 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢TCK｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

100 YD 968 YD968 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢YD｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

100 Tw 744:100 Tw744 100 mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-東和薬
品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

100 M 309 100:M309 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

100 ｎ 378 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢日医工｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載
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100 SW-574 100 SW-574 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

100 n002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢日医工｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
CH｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧品名(101119ｾﾌｼﾞﾆﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄ

100 TU 608  TU608 TU608 100mg:TU608
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
TCK｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

100 TYK380  100mg TYK380:TYK380 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
100 YD913 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に

伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢CH｣，ﾋｰﾄ若干変

100 M485  M485 M485 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 081107収載

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

100 MED 725 MED-725:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠100mg｢MED｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

100
CFIX

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工
業

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

100 Tw428  Tw428 Tw428 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤 除等） 06収載･販売され

ていたが特許上の問題
から07に中止されていた

100 TU 701 Tu701 100mg:Tu701
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100｢TCK｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

旧品名(091113ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼ
ﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
060707収載

100 t 615 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟ
ﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢CH｣)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

100 t51 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾛｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0802中止 050708収載
100 n 375 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾟﾛﾌﾞﾛｯｸ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 日医工 血管拡張性β 1遮断薬 0302ﾋｰﾄ変更 000707収

載 ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠

100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
血管拡張性β 1遮断薬 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠
100mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

100 裸錠 白 有 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
(COX-2選択的阻害剤)

070316収載

100 ZE 100 ZAS ZE100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｾﾞﾝｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 全星薬品工業-全星薬
品，沢井製薬

抗血小板剤 030704収載

100 NPI 339 NPI-339:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｿｰﾊﾟｰ100mg錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日本薬品工業 抗血小板剤 1103中止 9607販売
100 HD 142  HD 142 HD-142 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾋﾟﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｿﾋﾟﾗｰﾄ｢ｶﾌﾟｾ
ﾙ｣) 0604本体ｺｰﾄﾞ追加
0507本体ｺｰﾄﾞ追加

100 OH 140 OH-140 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾋﾞﾗｰﾙ錠100 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 101119収載
100 NCP 222A NCP222A：100 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲｴｰｽ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 去痰剤 0803中止 9611ﾋｰﾄ変更
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100 TLD 100mg  TLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐ
ﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg「ﾀｲﾖｰ」)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0209頃本体
ｺｰﾄﾞ化

100 糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0504社名変更(合併)
100 SW 053 SW-053 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾀﾘｯｸ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 沢井製薬 心・腎疾患治療剤 081107収載
100 ﾁｵﾗ 100 MH165 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝改善解毒，肝機能改

善剤
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更 0310
参天製薬より承継，ﾋｰﾄ

100 205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾋﾟｸﾛ
ﾅｼﾞﾝ錠)

100 TZ 234:100 TZ234 0.1:0.1mg TZ234 裸錠 黄 無 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠100 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100μ g あすか製薬-武田薬品工
業

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 03頃ﾋｰﾄ裏変更 0009販
売 ﾋｰﾄ裏商品名記載

100 TSU385 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾁﾙﾐﾒｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 鶴原製薬 不整脈用剤 0306ﾋｰﾄ変更
100 Tw 138 Tw138 100mg:100mg 裸錠 白 無 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 091113収載
100 KH 113 KH113 100mg：100mg 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
100 KN 271 KN271 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾃﾌﾒﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 小林化工 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾌﾒﾁﾝ錠)
100 徐放性裸錠 白(表面が斑

点状)
有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収

に伴い
100 Tw 231 Tw231 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾄｰﾜｷｻﾝ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 東和薬品 広範囲経口抗菌剤 0701中止 970711収載
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （統合失調症，うつ病・う

つ状態）
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

100 TSU442 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｯﾌﾟｵｰﾅﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 鶴原製薬 抗痙縮剤 0709中止
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾋﾟｱｽｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｹﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療

剤
0607中止 0307ﾋｰﾄ裏ｺｰ
ﾄﾞ，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 KH 117 100mg KH117:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠100mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

100 PH288 100 PH288 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾌｧﾙｺﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品，昭和薬品化工

ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0708迄) 0304大
正富山医薬品販売 0301
ﾋｰﾄ変更（100mg追加）

100 TJN 392 100：100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾄﾗｲｺｱｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大正薬品工業-帝人ﾌｧｰ 高脂血症治療剤 041215収載
100 TJN 392 100：100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾄﾗｲｺｱｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大正薬品工業-帝人ﾌｧｰ 高脂血症治療剤 041215収載
100 OH 263 OH-263 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾗｲｼｰ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大原薬品工業 消化管運動調律剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗｲｼｰ錠)
100 裸錠(長円形) 帯黄白～黄

白
有 ﾄﾗｺﾅ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1011中止 0712商品名変
更(前:ｾｷｼｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ)

100 O.S TK O.S-TK 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘｷﾉｼﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 消化管運動調律剤 0907中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

100 203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠)

100 裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0008中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 KN266 100mg 糖衣錠 黄 無 ﾄﾚﾝｴｰｽ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 小林化工 脳微小循環改善剤 9904中止 96ｺｰﾄﾞ化
100 M401  M401 M401 100mg:M401 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾏ

ｲﾗﾝ｣
ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経

機能改善剤
080201収載(商品名変
更，前:ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
日医工｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 日医工 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載
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100 OH 234 OH-234 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾛｷｼﾝ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大原薬品工業･ﾏｲﾗﾝ製
薬，ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

胃炎･胃潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾛｷｼﾝ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

100 糖衣錠 白 無 ﾅﾊﾟｾﾁﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

解熱鎮痛消炎剤 0711中止 0307ｺｰﾄﾞ変更

山医薬品販売
100 IC-605 IC-605 IC-605 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾆｺｱｿﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ｲｾｲ 深在性真菌症治療剤 0705中止 040709収載
100 OH 110 OH-110 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾅｽ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
100528収載

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾆﾁEﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日医工 微小循環改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁEﾈｰﾄｶﾌﾟｾ

100 n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日医工 抗血小板剤 0612商品名変更(前:ﾆﾁｽ
ﾃｰﾄ錠) 0208ﾋｰﾄ変更
900713収載

100 NS 12 NS12 100:100mg 糖衣錠 黄 無 ﾆﾁﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日新製薬 筋弛緩･抗痙縮剤 0907ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ﾃｨｱ

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型)
白 無 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠100mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 100mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴

い，前:万有製薬) 090323
収載

100 TKS 215 TKS215：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾈﾌﾟﾃﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 消化管運動調律剤 0909杏林製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

100 TYK239 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止
100 n 590 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止
100 EE 51 EE51 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ錠100｢EMEC｣ ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 広範囲経口抗菌剤 0007販売 000218承認

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 SEARLE 508 100mg SEARLE 508 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗不整脈剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽ
100 裸錠 白 無 ﾊｲｾﾁﾝ腟錠 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗生物質(非特異的腟炎) 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 0112ﾋｰﾄ

変更
100 LT 1:☆ORGANON LT1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg MSD 抗てんかん剤，躁病・躁

状態治療剤
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826

100 SW-581 100 SW-581 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞﾅｾﾌｧﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠)

100 SANKYO 676 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞﾅﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 第一三共・ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲ
ﾝ

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾅﾝ錠)

100 TSU 574 TSU574 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾌﾛｷｻｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 鶴原製薬 広範囲経口抗菌剤 9903本体ｺｰﾄﾞ追加(TSU
574) 970711収載

100 FJ 04 FJ04:100mg 裸錠 黄 無 ﾊﾘｿﾞﾝ錠100mg ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 富士製薬工業 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗真菌
性抗生物質

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾘｿﾞﾝ錠)

100 Tw 008 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 東和薬品 抗てんかん剤，躁病･躁
状態治療剤

101119収載

100 TSU 578 TSU 578 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾄﾈｰﾙ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 鶴原製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0607中止 030704収載
100 MPI 131 MPI131 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･大日本住友

製薬
ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

0707製造販売会社社名
変更(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)
0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名

100 HC198 HC198 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾛﾒﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 0205ﾋｰﾄ変更

100 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤、躁病・躁
状態治療剤

0405頃製剤変更（小型
化） 0002ﾋｰﾄ表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ変更
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100 TKS 352 TKS352 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾛｸｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 広範囲経口抗菌剤 0602頃中止 0110販売元
変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ) 970711
収載

100 KW 561 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾝｸﾚｰﾙ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 共和薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0107ﾋｰﾄ裏商品名記載
960705収載

100 YD 168 YD168 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｴﾃﾈｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗血小板剤 0908商品名変更(前:ﾋﾟｴﾃ
ﾈｰﾙ錠)，ﾋｰﾄ表100mg追

100 MF 301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9708本
体，ﾋｰﾄ変更

100 205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

抗血小板剤 旧品名(0806ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩
酸塩錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に

100 HD 223 100mg HD-223:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋｼﾐﾄﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｼﾐﾄﾞﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬） 900713収載

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大日本住友製
薬

持続性不整脈治療剤 9708ﾋｰﾄ変更，商品名記
載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ

100 Tw 204 Tw204 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 0304頃ﾋｰﾄ変更
100 DK334 DK334：100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾛｽﾀｽRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg ﾀﾞｲﾄ-旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0804中止
100 PH 366 PH366：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾙﾛｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 抗血小板剤 0812商品名変更(前:ﾌｧﾙ

ﾛｼﾞﾝ錠)
100 Tw FN Tw.FN 100mg 裸錠 白 有 ﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 東和薬品 鎮咳剤 旧品名(080620ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐ

ﾝ塩酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ｣
に変更)

100 n 059 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠100mg｢日
医工｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日医工 高脂血症治療剤 090515収載

100
100mg(鉄100mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾏﾙ酸第一鉄 100mg(鉄とし
て)

日医工 徐放性鉄剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾ
ﾙ)，規格単位が鉄100mg
に変更

100 Tw 315
100mg

糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｲﾐﾁﾝ錠

100 KN 409 KN409 100mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾝﾄ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 小林化工･科研製薬，全
星薬品，ﾏｲﾗﾝ製薬

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

100 KN 409 KN409 100mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾝﾄ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 小林化工･科研製薬，全
星薬品，ﾏｲﾗﾝ製薬

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

100 n 369 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 日医工 抗ﾘｳﾏﾁ剤 990709収載
100 DK 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ﾀﾞｲﾄ-日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症治療剤 0107中止 990709収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 SW-885 SW-885 SW-885 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(100528ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ

ﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜｲ｣に変
100 FJ12:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg

「F」
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)

0311本体ｺｰﾄﾞ追加
100 KW589 100 100:KW589 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg

「ｱﾒﾙ」
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 050708収載

100 MH749：MH749 MH749 100：MH749 100
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
ﾏｲﾗﾝ｣

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 深在性真菌症治療剤 0708頃承継(小林薬学工
業より)

100 MH749：MH749 MH749 100：MH749 100
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(090515ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に
変更) 0802社名変更(前:ﾒ
ﾙｸ製薬)

100 261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧品名(090925ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 広範囲抗菌性化学療法 1101中止
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100 FX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾐｺｼﾝ錠100 ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)
100 Tw.BRC Tw.BRC 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾚｸﾙｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ

ﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療剤
0806商品名変更(前:ﾌﾞﾚｸ
ﾙｽｶﾌﾟｾﾙ)

100 NPI 339B NPI-339B:100 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日本薬品工業-日本ｹﾐ
ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗血小板剤 1101ﾋｰﾄ表100削除等

100 OG18 OG18 OG18 100mg:100mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大塚製薬 抗血小板剤 100423収載

100 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾓｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 0310社名変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

100 SW 713 SW-713 100:100mg 裸錠 白 無 ﾌﾚﾆｰﾄﾞ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 沢井製薬 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
100 SW 577 SW-577 100mg:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾌﾛｷｼｰﾙ錠100 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg 塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

970620収載 ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 JD 10 JD10 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾍﾟｲﾄﾝ錠100 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載 (以前販売さ
れていたﾍﾟｲﾄﾝ錠100は
成分；ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾞ錠100mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg 小野薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息)

0306ﾋｰﾄ100mg追加 9711
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920522収載

100 Tw 271 Tw271 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞｽﾀｰSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 990709収載
100 SW 423 SW-423 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾃｰﾄSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 0507ﾋｰﾄ変更 980710収
100 ｎ 564 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(徐放

性)
白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠100mg｢

日医工｣
ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日医工 高脂血症治療剤 081107収載

100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｽﾉﾘﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 寿製薬 抗痙縮剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｽﾉﾘﾝF錠)

100 裸錠 白 無 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ錠100mg｢CH｣ ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

血行改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｸﾞﾘﾝ錠)，ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ変更

100 TYK205:TYK205 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動調律剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠)

100 PE100:100mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠100mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠
100) 0201ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)等

100 MM 718
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠100mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0605ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾄﾝ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0801中止 0406SP包装裏
変更 0310社名変更

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾎﾟｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 日研化学 不整脈治療剤 0408中止 0201ﾋｰﾄ変更
100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾎﾟﾘﾌｧﾘﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 藤本製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9006中止
100 TYK312 100:TYK312 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
100 KP 062 裸錠 白 無 ﾎﾝﾊﾞﾝ錠100mg ﾎｽﾌｪｽﾄﾛｰﾙ 100mg 杏林製薬 前立腺癌治療剤 0710頃中止 0307ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 700 TSU700 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾄｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 鶴原製薬 抗血小板剤 0908商品名変更(前:ﾏｲﾄ

ｼﾞﾝ錠)
100 Tw 315 Tw315 100mg:100mg 糖衣錠 白 無 ﾏｲﾐﾁﾝ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢ﾄｰ
100 ZE 51 MST:100mg 裸錠 白 無 ﾏｻﾄﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 高尿酸血症治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏｻﾄﾝ錠)
100 TTS 355 100mg 100：TTS355 100 ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾐｺｼｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 高田製薬-塩野義製薬 深在性真菌症治療剤 030704収載
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100 ﾑｺｽﾀ 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺｽﾀ錠100mg ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大塚製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｽﾀ錠100)
0905ｺｰﾄﾞ変更

100 SW 668 SW-668 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞｷｻｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 沢井製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 1003中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日医工 不整脈治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（100mg追
加等） 99ｺｰﾄﾞ変更(ﾀﾞｲﾄよ
り承継)，ﾋｰﾄ表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

100 裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬 血行改善剤 旧品名(090925ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ
錠100mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

100 KW 607:100 KW607:KW607 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 共和薬品工業 統合失調症治療剤 091113収載
100 CH30 100mg:CH30

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾒｼﾙﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
経口蛋白分解酵素阻害
剤

0608ﾋｰﾄ若干変更(裏表
記号(100mg)追加等)
960705収載

100 Tw FN Tw.FN 100mg 裸錠 白 有 ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ塩酸塩錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 東和薬品 鎮咳剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰ

100 NMB 647 NMB647:NMB647 10/100 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾒﾈｼｯﾄ錠100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

万有製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

100 NCP 124B NCP124B：100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾉﾊﾟﾄｰﾙ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 中枢性筋弛緩剤 0803中止 9708ﾋｰﾄ変更

100 203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 旧品名(080620ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏ
ﾚｲﾝ酸塩錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

100 n MOXO 裸錠 白 無 ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠100mg ﾌﾟﾛｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 強心剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠)

100 PF:U 100 徐放錠 白 無 ﾕﾆｺﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 1日1回型ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
100mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

100 PF:U 100 Otsuka PF U100
100mg:100mg

徐放錠 白 無 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠100(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

100 TSU800 100mg:100mg 糖衣錠 橙 無 ﾕﾍﾞ-E錠100mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞ-E.100)

100 SW 447 SW-447 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗｲﾍﾟｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

100 GSCL7:100 GS CL7 裸錠(角のとれ
た四角)

白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠100mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾙﾋﾞﾙ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0407ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏他) 990709収載，
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 TSU843 100mg:100mg 糖衣錠 白 無 ﾗﾝﾃﾞｰﾙﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 鶴原製薬 解毒剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾃﾞｰﾙﾁｵﾝ

100 TSU844 100mg 糖衣錠 白 無 ﾗﾝﾃﾞｰﾙﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 0706中止
100 LNC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾅｯｸ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 前田薬品工業-大正富山

医薬品
経口蛋白分解酵素阻害
剤

0306ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9805本
体印刷 960705収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠100mg ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｶﾏｲｼﾝ錠)

100 TYK176 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤､ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0907中止 0806商品名変
更(前:ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

100 RURY RURY 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾘｽﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801
販売元変更(前:中外製

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾘﾊﾟﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0507中止 0204ﾋｰﾄ裏商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 990507
収載
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100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg あすか製薬-科研製薬，
武田薬品工業

高脂血症治療剤 041215収載

100 MPI 305 MPI305:100mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0707迄)，承継に
伴い(ﾒﾃﾞｨｻ新薬へ) 0202
ﾋｰﾄ記号再記載 98ﾋｰﾄ記
号(MPI305)削除等

100 MED 271:100 MED-271:100mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 高尿酸血症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞｰﾙ錠)
0707ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞより)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 共和薬品工業 中枢神経賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0311迄)，0310製
造承継（大日本製薬よ
り），伴い商品名ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ
錠100mgへ変更

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾚｶﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ｴｰｻﾞｲ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0306中止 0206ﾋｰﾄ変更
9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

100 P-111 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ﾚﾊﾞｲﾃﾞﾝ 肝臓加水分解物 100mg 東邦新薬-日医工 肝機能改善剤 0509中止
100 NS 27 NS27 100:100mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg｢NS｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日新製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

100 YD 01 YD01 100mg:100mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg｢YD｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 陽進堂 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

100 MS 004
100mg:100mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg｢明
治｣

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 明治製菓 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

100 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ EMEC 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢EMEC｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大原薬品工業-ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載

100 JG E10 JG E10 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢JG｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
100 KRM 110 KRM110 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢KRM｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
100 KTB 30 100mg KTB30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢KTB｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 寿製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
100 NP 521 NP-521 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NP｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
100 NPI 105 NPI-105 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NPI｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日本薬品工業 胃炎・胃潰瘍治療剤 091113収載
100 NS 290 NS290 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NS｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日新製薬･科研製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
100 Tu 215 TU215 100mg:TU215

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢TCK｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

100 911 100mg 911:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢TSU｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 鶴原製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
100 TYK 477 TYK477 100mg:TYK477 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢TYK｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
100 YD 660 YD660 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢YD｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
100 ZE 18 ZE18 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ZE｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
100 AK 211 AK211 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢あす ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg あすか製薬-武田薬品工 胃炎・胃潰瘍治療剤 090515収載
100 NCP 232D 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
100 TTS 325 TTS-325 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 高田製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
100 M 915 M915 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
100 ｎ 550 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢日医 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日医工 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
100 MS 003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢明治｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 明治製菓 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
100 HD-368 100mg：100mg 糖衣錠 褐 無 ﾚﾊﾞﾗﾐﾝ腸溶錠100mg 肝臓加水分解物 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝臓加水分解物製剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾊﾞﾗﾐﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬），ﾋｰﾄ変更

100 JG E52 JG E52 100:100 裸錠 白 有 ﾚﾌﾟﾀｰ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 肝･胆･消化機能改善剤 0908ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前:扶桑薬品工業)

100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
CH｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 FJ 47 FJ47 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢F｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

富士製薬工業 広範囲経口抗菌製剤 090515収載
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100 JG J01:100 JG J01 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
JG｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 KRM 118 KRM118 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
KRM｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，日本薬品工業

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 MK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
MEEK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

小林化工-明治製菓 広範囲経口抗菌製剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

100 MK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
MEEK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

小林化工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

100 NP 511 NP-511 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
NP｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 Tu 713 TU713 100:TU713 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
TCK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

辰巳化学 広範囲経口抗菌製剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
090515収載

100 TYK337 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
TYK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 YD 669 YD669 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
YD｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 ZE 19 ZE19 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
ZE｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

全星薬品工業-全星薬品 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 AK 219 AK219 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢あ
すか｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-あすか製
薬，武田薬品工業

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

100 IC 550 IC-550 100mg:IC-550
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｲｾ
ｲ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ｲｾｲ･ｶｲｹﾞﾝ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 ＩＷ 04 LV IWAKI 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｲﾜ
ｷ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

岩城製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 OH 305:OH 305 OH-305 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｵｰ
ﾊﾗ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大原薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 1103ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ中止
090515収載

100 t 703 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大洋薬品工業･ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 TTS 733 TTS-733 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

高田製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 Tw 020:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

東和薬品 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 M 912 M912 100:M912 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾏｲﾗﾝ製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 ｎ 952 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢日
医工｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

日医工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 091113収載
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100 333 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

9807ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 8109収載

100 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 1102頃ﾋｰﾄ若干変更
100

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100｢

ﾏﾙｺ｣
塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

100 KW 370:100 KW370 100:KW370 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100mg｢ｱﾒ 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 共和薬品工業 躁病・躁状態治療剤 020705収載
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(ｺｰﾜ) 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ 100mg 興和-興和創薬 不整脈治療剤 0909中止 070629収載(商

品名変更に伴い，前:硫
酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(日研))

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9909中止 971120収載
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大日本住友製薬 精神･情動安定剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100)
100 RY-21.A.100 RY-21.A.100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
100mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0302ﾋｰﾄ変更

100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0604販売元変更(前:大日
本住友製薬) 0302製造元
社名変更 990910収載

100 220 AGC 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(98  まで) 9512販
売

100 KW 028 100:KW028 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 共和薬品工業 高尿酸血症治療剤 0507発売
100 AMD 100 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg

｢ｻﾝﾄﾞ｣
塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 0805本体ｺｰﾄﾞ追加

070706収載
100 PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変

更(旧:淡黄)
100 PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

100 M138 AP-100 糖衣錠 白 無 ｱﾍﾟﾀｲﾄﾝ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 模範薬品研究所 去痰剤 9104中止
100 A P AP 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟﾛﾃﾞｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0410迄) 0208ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 MKC 122:100 100mg:100mg 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠100mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧本体ｺｰﾄﾞ(1005迄)

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ），本体小型
化，割線有→無へ

100 ARN-100 244 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾙｻﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 94中止
100 MH 448 Aspirin 100mg MH448：

MH448
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg「ﾏｲ

ﾗﾝ」
ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 080201収載(商品名変

更，前:ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠
100mg「ﾒﾙｸ」)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

100 B 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 B 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 0801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

100 BA 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗血小板剤 0204本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
001124収載

100 HC198 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 900420
収載

100 MPI 131 MPI 131 100:BARNETIL
100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

旧ﾋｰﾄ 9708ﾋｰﾄ裏変更

100 HC198 100:HC198 Bareon100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0207迄) 9702ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

100 BM 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載（品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ100mg
錠)
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100 VIDEX:100 裸錠 微黄白～淡 無 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽ錠100 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0911中止
100 BMS 306 100 BMS306 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙

(白帯)
ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞS100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 0006中止 940708収載

100 耳:BRU･F-100 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙｴﾌ錠-100｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 藤本製薬 解熱鎮痛消炎剤 9008中止
100 Sc 101 BUT-100 SANKEN 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾚﾆﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 三和化学研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
100 Sc 101 BUT100:Sc101 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾚﾆﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 三和化学研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0107中止 9704ﾋｰﾄ変更
100 G 100 裸錠(楕円形) 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製 食後過血糖改善剤 0805本体ｺｰﾄﾞ，剤型変更
100 BM 1 BM1

BZ100:Bezalip100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ100mg錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日本ﾛｼｭ 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9808会

社統合に伴い承継
950602収載

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東京田辺製薬 子宮内膜症，乳腺症治療
剤

9612中止 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠
100mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

100 C 100 TTS-652 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｸｰﾍﾟﾗｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 高田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 900713収載
100 PT 641 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ

ﾙとして)
ﾃｲｶ製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 広域駆虫剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に

伴い(佐藤製薬へ) 03頃
ﾋｰﾄ変更

100 CBT100 sato 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠100mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ
ﾙとして)

佐藤製薬 広域駆虫剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠)

100 KW 161：CBZ 100 KW161 100:KW161
CBZ100

裸錠 白～微黄白 有 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 共和薬品工業 抗てんかん剤･躁状態治
療剤

0505本体刻印CBZ100追
加，ﾋｰﾄ変更 010706収載

100
CFDN

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1012迄)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1012ﾋｰﾄ変更
100 CFIX 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ100 ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1009中止 0704ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 911129

収載
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾗｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0312中止 0212ﾋｰﾄ変更

0110社名変更 9806ﾋｰﾄ

100 CH-AE  CH-AE CH-AE 100mg:CH-AE
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
CH｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0909商品名変更(前:ｱｲﾝ
ﾃｰﾙｶﾌﾟｾﾙ)，ﾋｰﾄ若干変

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ100ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(090925ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ
塩酸塩錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

100
100mg 100

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｶｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

深在性真菌症治療剤 0811長生堂製薬中止
030704収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0809中止
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌製剤 旧品名(090925ｵﾌﾛｷｻｼﾝ

錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

100 糖衣錠 白 無 ﾗﾐﾝﾁﾙ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 長生堂製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0007中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 CH-MP CH-MP 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄赤/白 ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0909商品名変更(前:ﾒﾄﾚｷ
ｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg)，ﾋｰﾄ若
干変更

100 裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 04頃中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽ
ﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢CH｣)，ﾋｰﾄ
裏ｺｰﾄﾞ削除等
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100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢CH｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(091113ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄ
ｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄ
060707収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾎﾞｷｼﾛﾝ錠100mg ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

1009中止 050708収載

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻｸﾗｰﾄ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 日清製薬 脳･末梢血流改善剤 9601中止
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)

0310製造元社名変更
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更 裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
100 CIZELIN 100 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205ﾋｰﾄ裏C･L100

削除) 9702ﾋｰﾄ裏商品名
記載

100 CL 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0709迄)

100 CL 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断薬 0709ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
100 CLOZARIL 100 CLOZARIL100 裸錠 黄 無 ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠100mg ｸﾛｻﾞﾋﾟﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 治療抵抗性統合失調症

治療薬
090619収載

100 220 CLS 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 循環機能改善剤 9512中止 同品名ｶﾙｼﾞｰﾙ
錠200（ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ製剤)
とは成分異なる

100 CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓｽﾄﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大洋薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
100 YT Z3 YT-Z3:YT-Z3 CMT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾑﾄﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0212中止 0007販売 0002
承認

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾉｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 山之内製薬 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9709ﾋｰﾄ
裏変更

100 CR100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾁﾙﾐﾒｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 鶴原製薬 不整脈用剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 940708収
載

100 Th 131 Th131 CRC100:CRC100 裸錠 薄紅 有 ｶﾙｺｰﾊﾟ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 94ﾋｰﾄ
変更 920710収載

100 CS 100 裸錠 白 無 ｼﾛｼﾅﾐﾝ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 000707収載

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

第一三共 広範囲経口抗菌剤 1003中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
100 CX 100 CX100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾞｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1012中止

100 CZ 100 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 CZ 100 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
100 DRT-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾉﾚｽﾄ100 ﾌｪﾝﾁｱｻﾞｸ 100mg 日本ﾜｲｽ-日本商事，ﾜｲ

ｽ･ｴｰｻﾞｲ
解熱鎮痛消炎剤 9112中止

100 PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
100 PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 Pfizer D06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
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100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾚﾊﾞﾛﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg 塩野義製薬 高血圧治療剤 9008中止
100 DLZ 100mg  DLZ 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟ

ｾﾙ100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 091113収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝRｶﾌﾟ
ｾﾙ100)

100 DLZ 100mg  DLZ 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 DLZ 100mg  DLZ 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧品名(091113ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ100mg
｢ﾀｲﾖｰ｣に変更) 0705ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾒﾅﾝ錠100mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息治療剤)

0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0205迄)
100 ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状

改善剤
9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0604販売元変更(前:大日
本住友製薬) 0302製造元
社名変更 990910収載

100 Dz 100 裸錠 白 無 ﾀﾞｲｱｼﾞｯﾄﾞ錠(100mg) ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 日本新薬 結核療法剤 0411中止 9711ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾌﾘｰｶﾌﾟｾﾙ100mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症
剤

9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910524収載

100 裸錠 白 無 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠100mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 100mg ｴｰｻﾞｲ 頻脈性不整脈治療剤 9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910823収載

100 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
100 ED 100 ED100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
091113収載

100 CH EMI 100 裸錠 白 有 ｴﾐﾝ ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 長生堂製薬 消化性潰瘍･胃炎治療剤 9510中止
100 腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 富山化学工業 抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 9510ﾋｰ

ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/白 ﾕﾍﾞﾗNｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 0701ﾋｰﾄ表100ｍｇ追加，

商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞﾗﾆｺﾁﾈｰﾄ)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/白 ﾕﾍﾞﾗﾆｺﾁﾈｰﾄ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾕﾍﾞﾗNｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg)

100 EP100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｴｲﾊﾟﾝﾃ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｶﾈﾎﾞｳ
薬品

ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9012中止

100 EP100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟﾚﾅｰﾄ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 躁病･躁状
態治療剤

101119収載

100 ES100SY 軟ｶﾌﾟｾﾙ(球形) 赤 ｴｾﾌﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｾﾌﾞﾛﾝ100)

100 MO202 MO202 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠100γ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
100 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 KI E ETO-100:MECT KI-1227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9306中止
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0402本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更

100 SEROQUEL 100 100㎎ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄 無 ｾﾛｸｴﾙ100mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 100mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤
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100 FD100：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞｲﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 子宮内膜症・乳腺症治療
剤

100 100 耳:FH100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 FH錠｢三井｣100 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 100mg 三井製薬工業 抗悪性腫瘍剤 9910中止
100 FJ 003 100 FJ 003 100：100mg 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ

形)
白 無 ｵｷｺﾅｰﾙ腟錠100mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｵｷｺﾅｰﾙ
100 FJ12 100mg FJ12 100mg FJ12 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg

「F」
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 0805ﾋｰﾄ表100mg追加

0510本体ｺｰﾄﾞ変更
100 IN 100 FJIN100：100mg 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ腟錠100mg 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
100 FN h 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0309ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 000707収載
100 FP 100 100:TYK121 100 裸錠 白 有 ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠100mg｢TYK｣ ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠
100 FP 100 100:TYK121 100 裸錠 白 有 ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大正薬品工業 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾃｵﾘﾌｨﾝ錠

100mg｢TYK｣に変更)
100 100:FPF-819 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 S･ｸﾆｯｸ錠-100 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
100mg 藤本製薬 放射線防護･白血球減尐

症治療剤
9010中止

100 FST100 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌｧｽﾃﾘﾝ100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 02中止
100 FX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾐｺｼﾝ錠100 ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0901中止 0711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
100 FZ 59 FZ59 100mg:100mg 糖衣錠 白 無 ﾐﾅﾙﾌｪﾝ錠100 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾏﾙﾎ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0811中止
100 裸錠 白 無 ｲｻﾛﾝ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg あすか製薬-武田薬品工

業
胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｻﾛﾝ錠)
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄み白/

白～黄み白
(黒灰帯)

ｶﾋﾟﾗﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 脳･末梢血流改善剤 9610中止 8810ｸﾞﾚﾗﾝ製
造

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾌｨｰﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 不整脈治療剤 0502中止 0205ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 裸錠 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 食後過血糖改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧剤型
(0805迄) 0107ﾋｰﾄ変更

100 裸錠 白 無 ﾊﾟﾅｽ錠 ｸﾛﾌｪｿﾞﾝ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 消炎鎮痛剤 9311中止
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾓﾊﾞﾛｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 消化管運動機能改善剤 中止 920710収載
100 GC5280:GC5280 耳:GC

M8 100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉

富薬品
抗悪性腫瘍剤

削除)
100 GEFARNATSOFT 100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐透明 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 長生堂製薬 胃炎､胃･十二指腸潰瘍

治療剤
9312中止

100 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡緑 ｹﾞﾌｧｿﾌﾄ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬

胃炎･消化性潰瘍治療剤 0301頃中止 0107製造元
社名変更(前:日清製粉)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0208ﾋｰﾄ変更，商品名記
載等 9706PTPｼｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～黄 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

9704PTPｼｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

100 GLAXO T100 T100:Glaxo ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝﾃﾞｰﾄ錠100mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ α β 遮断性降圧剤 98ﾋｰﾄ裏変更(T100削
除)，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 TP 188 GOK100:TP-188 裸錠 白 有 ｺﾞｸﾐｼﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 竹島製薬 胆･肝・消化機能改善剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 970711収
載

100 GT100SY 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢ｾｲｺｰ｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 生晃栄養薬品 解毒剤 9512中止
100 H100 裸錠 白 有 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:三共) 0204ﾋｰﾄ裏
記号削除 9905ﾋｰﾄ変更，
9807本体変更

100 HD 081:100 HD-081 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｰﾙｽﾊﾟﾝ錠100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 菱山製薬 精神安定剤 00中止
100 糖衣錠 白 無 ﾊﾘﾄﾞｰﾙ腸溶錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 住友製薬 脳血流障害改善剤 9904中止 9710PTPｼｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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100 HK 1:☆ORGANON HK1:100mg HK1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg ｵﾙｶﾞﾉﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ)-三共(日
本ｵﾙｶﾞﾉﾝ輸入)

不整脈･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 921127
収載

100 TYK312 HOR100:100mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

100 KB HS HS100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠100 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ 97ﾋｰﾄ裏記号削
除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 CG 115 HYG100:CG 115 HYG100 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢100mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 利尿･降圧剤 9206中止
100 IC-473 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾃﾞﾙﾓﾘﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ｲｾｲ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9802ﾋｰﾄ表変更
100 -NEO- ISCOTIN 裸錠 白 有 ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸

ﾅﾄﾘｳﾑ
100mg 第一三共 結核化学療法剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠)
100 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 第一三共 結核化学療法剤

に伴い，前:第一製薬)
100 IN 100 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV100 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9511変

100 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0107中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

100 裸錠 白 無 ｱｲﾛｿﾞﾝ錠 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0004中止 9812ﾋｰﾄ変更
(ｺｰﾄﾞ再記載)

100 IST-100:KI-3994 糖衣錠 白 無 ｲｾﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ﾒｸﾄ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 中止
100 IT100 糖衣錠 淡褐 無 ｱｲﾛﾀｲｼﾝ錠(100mg) ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0011中止 98ﾋｰﾄ記号削
100 ZE 111 ZE111 IT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠100 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1010中止 1001沢井製薬

中止 050708収載
100 IX100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｲｿｷｻｰﾙ錠100 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾘｿｷｻｰﾙ 100mg 塩野義製薬 消炎鎮痛剤 9204中止
100 JD-100 糖衣錠 白 無 ｵｾﾞﾁﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 仁丹ﾄﾞﾙﾌ 自律神経調整剤 9403中止
100 JD-PT-100 糖衣錠 白 無 ﾍﾟｲﾄﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 解熱鎮痛消炎剤 9709中止 (05年収載ﾍﾟｲﾄ

ﾝ錠200は本剤と異なり塩
酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ)

100 耳:JOLETHIN 100 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾚﾁﾝ錠｢100｣ ﾖｳ素ﾚｼﾁﾝ 100μ g 第一薬品産業 ﾖｳ素製剤
100 KBT100 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ｹﾄﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ｢ﾄﾞｰｼﾞﾝ｣ ｹﾄﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ 100mg 同仁医薬化工 消炎鎮痛剤 中止
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 高脂血症治療剤 0204ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

100 KC-100 CYK500 KC-100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾕｰｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 科研製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9701中止
100 KH 007 KH007 100mg:KH007

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 5-FU錠100協和 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗悪性腫瘍剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
100 KH 803 KH803 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ錠100 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗生物質製剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
100 KH102 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝ錠100 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
100 KP 711

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 杏林製薬 広範囲経口抗菌剤(ﾆｭｰ

ｷﾉﾛﾝ系)
1009本体小型化

100 KP 833 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞﾛｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 杏林製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0406中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

100 KRM 100 KRM100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾙｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0905発売
100 KTB 100 KTB111 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg

｢KTB｣
ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 寿製薬 高脂血症治療剤 101119収載

100 KW ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100 100:KW357 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 共和薬品工業 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

100 Kw LEV 100:KwLEV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

共和薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 KW SA100 100:KW SA100 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 共和薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 KYO602 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾐﾉｽﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 京都薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9301中止
100 KYO 604 KYO604 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉｽﾀｼﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 京都薬品工業 抗生物質製剤 0410中止
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100 L100 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0207ﾋｰﾄ裏
商品名記載，記号削除
980710収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

経口蛋白分解酵素阻害
剤

9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

100 219 LBS 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾍﾞｽﾄﾆﾝ錠100 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 α β 遮断剤 94中止 920710収載
100 LF 100 100mg:LF100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢科

研｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 Sc 219 LIC100:Sc219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｶﾌﾞﾚｲﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 三和化学研究所 微小循環改善剤 9906中止
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 8902中止
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(中央

赤斜線)
ﾛﾒﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 塩野義製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 9808ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 LOB-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺﾍﾞﾙｼﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 循環機能改善剤 9304中止
100 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄)
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｽﾓﾝ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 痙縮緩解剤 0112中止 0110社名変更

削除
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
100 LX 100 LX100 100mg:LX100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

DK｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大興製薬-日本ｹﾐﾌｧ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

100 MS M20
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒｲｱｸﾄ錠100 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 明治製菓 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0608中止，ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg販売に伴い

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

100 M100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0206ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

100 MAT-100:MECT KI-2395 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾏﾄﾛｼﾞﾝS･100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg ﾒｸﾄ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9107中止
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠100mg ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 第一三共 抗炎症鎮痛剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌﾞﾛﾝ錠)
100 M719 ME-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛｷｼﾝ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 模範薬品研究所 脳代謝機能改善剤 9302中止
100 Me 100:JANSSEN 裸錠 淡橙 有 ﾒﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ﾒﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 100mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 駆虫剤 0201製造元社名変更

0005ﾋｰﾄ変更
100 MH 123 MH123 100mg:MH123

100
裸錠 白 無 ｼﾛｽﾒﾙｸ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 旧品名(090515ｼﾛｽﾀｿﾞｰ

ﾙ錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

100 MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 940708
収載

100 MLD 100mg  MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 MLD 100mg  MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

100 PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
100 PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9110中止
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄

ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

100 MO 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾃﾞﾚﾙ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 持田製薬 流早産防止･鎮痙剤 9409中止
100 MPI 121 MPI121:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾗﾄﾞｰﾙ錠100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表
MPI121追加等

100 Th423 MST100:MST100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 不整脈治療剤 9806中止 940708収載

322 / 332 ページ



100 MKC 101 MKC101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｰﾊﾞｰ錠100mg ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 田辺三菱製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
変更(日研化学より)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
100

0100 250mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

日医工｣
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 日医工 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾓｾﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾ
100

0100 250mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｾﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 日医工 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧品名(081219ｱﾓｷｼｼﾘﾝ

ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医工｣に
変更)

100 n 363 裸錠 白 有 ｾｷﾛｲﾄﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｷﾛｲﾄﾞ錠)
920710収載

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚｸﾄｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 日本新薬 血管拡張性β 1遮断薬 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅 ﾛﾊﾞﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0607中止 0104本体変更
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠100mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 100mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 0106ﾋｰﾄ表

100mg追加 97ﾋｰﾄ裏変更
(NA100削除)

100 NAG100mg 糖衣錠 白 無 ﾅｷﾞﾌｪﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤 0612中止
100 KB 11N100 裸錠 白 無 ﾉﾌﾞｹﾞﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 解熱･鎮痛･消炎剤 9807中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 NC CE NCCE：100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾙﾊﾞﾝ錠100 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 0110錠剤形状変更，割線

入
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 NEｺﾀﾆ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 末梢循環･脂質代謝改善

剤
旧ｺｰﾄﾞ(0308迄) 9710ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604社名変更

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/黄 NEｺﾀﾆ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 末梢循環･脂質代謝改善
剤

0811頃中止 0806承継(日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬より)

100 EISAI NE100 裸錠 白 有 ﾈｵﾌｨﾘﾝ錠100mg ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 強心･喘息治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾌｨﾘﾝ錠)

100 NEC100 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾆｺﾁﾛﾝEｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 同仁医薬化工 微小循環改善剤 9910中止
100 NF 100 NF100 裸錠 白 無 ﾒﾗｼﾞﾆﾝA錠 ﾒﾄｷｻﾚﾝ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 尋常性白斑治療剤 04頃中止 0410社名変更
100 NK 7021 100 100mg:NK7021 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/赤紫 ｽﾀﾗｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｼﾀﾗﾋﾞﾝｵｸﾎｽﾌｧｰﾄ 100mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 0810ﾋｰﾄ表NK7021削除
100 NK7013 100:NK7013 軟ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤橙 ﾗｽﾃｯﾄ100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 9403中止
100 NK 7016 100 NK7016 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙

(白帯)
ﾗｽﾃｯﾄS100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 0004中止 931203収載

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/黄 NEｺﾀﾆ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 末梢循環･脂質代謝改善
剤

0811頃中止 0806承継(日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬より)

100 NMB 647 NMB647 100 mg:100 mg 裸錠(楕円形) 薄青 有 ﾒﾈｼｯﾄ配合錠100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

MSD 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾈｼｯﾄ錠100)

100 NOM 306:100 NOM306:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｷｼﾚｰﾄ錠100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ｱｲﾛﾑ製薬･三和化学研
究所

不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0604製造販売会社社名
変更(前:小林製薬工業)
0004製造元変更(前:日清

100 N1
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0912中止 0609ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ（0303
迄） 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9604社名変更
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100 NR100 NISSHIN 裸錠 白 有 ﾅﾛｽﾁﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬・三和化
学研究所

抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

100 NR100 NISSHIN 裸錠 白 有 ﾅﾛｽﾁﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬・三和化
学研究所

抗炎症･鎮痛･解熱剤 0710中止 0306ﾋｰﾄ変更

100 NR 421 NR421:100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/白 ﾌﾙﾂﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄﾞｷｼﾌﾙﾘｼﾞﾝ 100mg 中外製薬 抗悪性腫瘍剤 1105頃ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ裏
NR421削除等)

100 NSR 100:Pfizer NSR 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｾﾗﾗ錠100mg ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ 0912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
070921収載

100 NU LEVAN-100 糖衣錠 白 無 ﾚﾊﾞﾝ100糖衣錠 肝臓加水分解物 100mg 日水製薬 肝臓疾患用剤 0312中止 0212頃記号削
除，ﾋｰﾄ商品名記載

100 NVR：S A 100mg：100mg NVR SA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ くすんだ黄赤
～濃黄赤

有 ｸﾞﾘﾍﾞｯｸ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｲﾏﾁﾆﾌﾞ 100mg(ｲﾏﾁﾆ
ﾌﾞとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤(ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ
ｾﾞインヒビター）

050610収載

100 100 錠剤(口腔内崩
壊錠)

微黄～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 100528収載

100 OG30 OG30 OG30 100mg:100mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾀｰﾙ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大塚製薬 抗血小板剤 1103中止 0906本体ｺｰﾄﾞ
追加(前:OG30），割線追

100 OG 33 OG33 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺｽﾀ錠100 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大塚製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0905迄)
100 OH-100 100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ﾎｸｴｲ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎鎮痛解

熱剤
0707中止 810901収載

100 OH 113 100:OH-113 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｴｰｽ錠100 ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg 大原薬品工業 非酸性消炎鎮痛剤 920710収載
100 OH-159 OH-159 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 0109ﾋｰﾄ変更，裏記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ

型)
白 無 ｵｷﾅｿﾞｰﾙ腟錠100mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 田辺三菱製薬 抗真菌剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｵ
ｷﾅｿﾞｰﾙV100)

100 O.S A-100 AR-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
100 O.S PCD O.S-PCD 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｸﾛｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 血液凝固阻止剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田

薬品工業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(1101迄) 0312社

100 ｶﾞﾁﾌﾛ 100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾁﾌﾛ錠100mg ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 100mg(ｶﾞﾁﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

杏林製薬･大日本住友製
薬

広範囲経口抗菌薬 0809中止 020607収載 杏
林製薬のものとﾋｰﾄ異な

100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫 ﾊﾟﾝｺﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 慢性膵炎治療剤 0306中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 Sc 310 Sc310 PAR100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾗｸﾛｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 三和化学研究所 抗血小板剤 0512商品名変更(前:ﾊﾟﾗｸ
ﾛｼﾞﾝ錠) 03頃ﾋｰﾄ変更
（Sc310裏から表，裏商品
名記載） 950707収載

100 PE100:100mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠100mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠
100) 0201ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)等

100 100 PH164：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾌｧﾙﾐﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，共和薬品工業

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

100 PH611 100 100:PH611 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾐﾀﾄﾆﾝ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 広範囲経口抗菌剤 0912中止
100

PIM
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製

薬
持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202

収載
100 PLT100 DOJ 糖衣錠 淡緑 無 ﾌﾟﾚﾝﾀﾐﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 同仁医薬化工 解毒剤 中止
100 PML-100 糖衣錠 黄 無 ﾊﾟﾝﾄﾏｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 長生堂製薬 脳血栓後遺症改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0808迄) 0710承継

(第一三共より) 0705ﾋｰﾄ

100 PN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾋﾟｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾊﾟﾅ
ﾋﾟｼﾞﾝ錠)

100 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
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100 MM 718 MM718:PNT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠100mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9801製
造販売元変更

100 PPT100 DOJ 裸錠 白 有 ﾍﾟﾌﾟﾁﾚｰﾄ錠 ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 同仁医薬化工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 中止
100 TSU 647 TSU647 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾍﾟﾙﾁｽﾀﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 鶴原製薬 抗血小板剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾉﾝ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 1009ﾋｰﾄ若干変更
100 337 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚｽﾄｰﾝ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 98中止 940708収載
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
100 PZ 100 PZ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟｾﾞﾗﾝ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 東和薬品 心･脳･腎疾患治療剤 98中止 970711収載
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ
100 MO 284 MO284 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 持田製薬 循環機能改善剤 9707ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 REB REB 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢SN｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
100 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 富山化学工業 解毒剤 9604中止
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾚｶﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ｴｰｻﾞｲ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0306中止 0206ﾋｰﾄ変更

9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

100 RN 100:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 糖衣錠 白 無 ﾚﾅﾙﾁﾝ錠 肝臓加水分解物 100mg 東京田辺製薬 肝水解物製剤 9508中止 9402ﾋｰﾄ変更
(SP->PTP)

100 ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 930528
収載

100 糖衣錠 白 無 ﾛｲｽﾀｼﾞﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 中枢性筋弛緩剤 0303中止
100 RPD RPD 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢DK｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾋﾟｼﾞｽﾄ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 同仁医薬化工 脳代謝機能改善剤 96中止
100 RT 100 RT:RT114SV 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾐｿｰﾙ錠100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9603中止
100 糖衣錠 黄赤 無 ﾗﾝﾀｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 微小循環改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

100 RURY RURY 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾘｽﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801
販売元変更(前:中外製

100 S 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1011中止
100 S 100 TTS-192 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 高田製薬 統合失調症治療剤 091113収載
100 SAL S100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｻﾗﾆｰﾙS100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 佐藤薬品工業 消化性潰瘍用剤 01中止
100 Th 194 Th194 SDF100:SDF100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 970711

収載
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社

名変更
100 SFC 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾙﾆﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃

炎･胃潰瘍治療剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

100 SFC 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾙﾆﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(青ﾊﾞﾝ
ﾄﾞｼｰﾙ)

ｾﾌﾃﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 100mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9906ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 921127収

100 SG 100 SG100 100mg:SG100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢DK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 TKS 33 SG100:TKS33 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｰｸﾞﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 精神･情動安定剤 0307中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

100 SH 100 SH100 100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢三和｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-三和化学研究
所

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 SLD-100 裸錠 黄 有 ｽﾘﾀﾞﾆｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 900713収
載
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100 Slo-bid 100mg UPJOHN Slo-bid 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売
社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
100 Slo-bid 100mg Slo-bid 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100)
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 0907ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除

0504社名変更(合併)
100 SNF 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾝﾉﾙﾌ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 広範囲経口抗菌剤 0003中止 960705収載
100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ 100mg MSD 抗悪性腫瘍剤 1010社名変更(統合に伴

い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) 治験
中のものは本体ｺｰﾄﾞが
TEMODALではなく
TEMOZOLOMIDE

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100
SPR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 930827
収載

100 Th 175 Th175 SR100:SR100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
100 SRN-100 153 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄﾗﾏﾆｯｸ錠100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 94中止
100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｽﾄﾏｻﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ)
胃炎･消化性潰瘍治療剤 9303中止

100 SS100 糖衣錠 白 無 ﾌﾏｼﾞｵｰﾙEC ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg ｴｽｴｽ製薬 脳血流改善剤 9005中止
100 SSP 100:100 SSP100 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢ｻﾝﾄﾞ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ｻﾝﾄﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

赤紫 ｽｲｸﾘｼﾝ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日研化学

慢性膵炎治療剤 0301中止 0107製造元社
名変更(前:日清製粉)

100 SW 010 SW-010 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｷｻﾌﾛｰﾙ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 0302ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707
収載

100 SW 227 SW-227 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾒｼﾀｯﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0204ﾋｰﾄ変更，表100追
加，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ SW100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 沢井製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
100 SW-100:SW-RZ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｲｿﾞﾛﾝ100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 92中止
100 SW AB100:100 SW-AB100:100 mg 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 091113収載
100 SW 386 SW-386 100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ

ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
AO100)削除，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

100 SW 128 SW-128 100:100mg 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾞﾌｨﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 気管支喘息治療剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など 900713収載

100 SW 399 SW-399 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT100)
0302ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ），100mg追加

100 SW-621 SW-621 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾊﾞｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 子宮内膜症治療剤 0311中止 98～99ﾋｰﾄ裏
記号(SW-BX100)削除，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 SW CET SW-CET 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ｾﾄﾗｰﾄ錠100mg ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

050708収載

100 SW CFN 100 SW-CFN100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

100 SW-CM100 糖衣錠 黄 無 ｺﾙﾒｰﾄ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 沢井製薬 中枢性筋弛緩剤 92中止
100 SWCZ 100 SW-CZ100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠

100mg｢ｻﾜｲ｣
ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg 沢井製薬 不整脈治療剤 070706収載

100 SW SW-DX100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾞｷｻ錠100 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 89中止
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100 SW 694 SW-694 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ100)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR100)削除

100 SW-LF 100 SW-LF100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 090515収載

100 SW-296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅﾎﾟﾝ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 沢井製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗悪性腫瘍剤 98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
LP100)削除

100 SW SW-666 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄)，本体ｺｰ
ﾄﾞ変更(「ﾐﾉﾍﾟﾝ 100」記載)
0207ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MI100)削除

100 SW-929 SW-929 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 不整脈治療剤 00ﾋｰﾄ変更，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ裏SW-
MLA100削除

100 SW SPT:100 SW-SPT100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 沢井製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

100 SW 106 SW-106 100:100mg 裸錠 黄 有 ｽﾘﾝﾍﾟﾝ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 0706中止 0205ﾋｰﾄ100追
加など 00本体刻印

100 CG 212 100mg：100mg CG 212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療､抗A型ｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0210ﾋｰﾄ変更 9712ﾋｰﾄ裏
変更(SYM100削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 T 71 裸錠 白 無 ｱﾙﾎﾞ錠100mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

持続性消炎･鎮痛剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾎﾞ100)
0304大正富山医薬品販
売 0304ﾋｰﾄ変更（mg追加

100 裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0602迄) 0510
製造販売元変更(前:大正
製薬) 0011ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

100 T100:+ 100：Ｔ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 高田製薬-塩野義製薬 抗狭心症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

100 T100:+ TTS-268 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 高田製薬 抗狭心症剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

100 T292 100
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0304大正富山医薬品販
売 0112ﾋｰﾄ裏変更（記号
削除等) 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾛﾝ100)

100 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9212まで)

100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透
明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

100 100 T651
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

抗ﾘｳﾏﾁ剤･ｳｲﾙｿﾝ病治
療剤･金属解毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
100) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

100 T 702
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾏｽ錠100 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

躁病･躁状態治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0111ﾋｰﾄ変更 010907
収載(商品名の変更 前:
ﾘｰﾏｽ100)

100 糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 山之内製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9705ﾋｰﾄ
裏変更

100 TA 124 裸錠 白 無 ﾅｲｷｻﾝ錠100mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮痛・抗炎症剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)
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100 TARCEVA100 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～黄白 無 ﾀﾙｾﾊﾞ錠100mg 塩酸ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ 100mg(ｴﾙﾛﾁ
ﾆﾌﾞとして)

中外製薬 抗悪性腫瘍剤，上皮増殖
因子受容体(EGFR)ﾁﾛｼﾝ
ｷﾅｰｾﾞ阻害剤

071214収載

100 TC441 TC441 100mg:TC441 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9509ﾋｰﾄ
裏変更 950317収載

100 CG 213 TEG100:CG 213 TEG100 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

旧ﾋｰﾄ(0209迄) 920710収
載

100 Th 276 Th276 TEN100:TEN100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾝｻｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管拡張剤 9808中止
100 TF-TB TF-TB TF-TB 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃｲﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ

ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤
1002中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｲﾌﾞﾛｯｸ)

100 TG 100 TG100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

100 THEO-DUR 100 裸錠 白(斑点) 有 ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 田辺三菱製薬 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾃｵﾄﾞｰﾙ

100 THEO-SLOW 100 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠100) 共和とﾋｰﾄ異な
る

100 THEO-SLOW 100 100:KW300 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｵｽﾛｰ錠100)
ｾﾞﾘｱとﾋｰﾄ異なる

100 TI100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒﾘｱｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬-富士ｶﾌﾟｾﾙ 不整脈治療剤 99中止 940708収載
100 KC 236 TIC100 KC-236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｿｶﾙﾑ錠100mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 科研製薬 抗痙縮剤 9104中止
100 TKS 100 TKS100:100mg 裸錠 白 無 ﾉｲﾌｧﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 高尿酸血症治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾉｲﾌｧﾝ錠)

100 TL-100 糖衣錠 白 無 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100”ﾃｲ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾃｲｶ製薬 鎮痙剤 中止
100 TLD 100mg  TLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

100 TLD 100mg  TLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐ
ﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg「ﾀｲﾖｰ」)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0209頃本体
ｺｰﾄﾞ化

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9906まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 EISAI TN100 100mg:100mg EISAI
TN100

裸錠 白 有 ﾃｵｺﾘﾝ錠100mg ｺﾘﾝﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 強心･喘息治療剤 0904中止 0802ﾋｰﾄ表
100mg追加 071221収載
(商品名変更に伴い，前:ﾃ
ｵｺﾘﾝ錠)

100 PH 276 TO100:PH276 100 Y-
TO100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

不整脈治療剤 0012中止 960705収載

100 SYT025 糖衣錠 黄 無 ﾄﾙﾍﾟｯﾄ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 三恵薬品 中枢性筋弛緩剤 0303中止
100 裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
100 Tw 011

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾉﾍﾞｼﾞｰﾙ錠100mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 060707収載

100 Tw721
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

100 Tw428 Tw428
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0709中止 060707収載

100 Tw 717
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾎﾟｷｼﾑ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

100 Tw 010 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾌﾛﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 東和薬品 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
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100 Tw426 Tw426
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載

100 Tw 310
100mg

糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 0805中止 0706ｺｰﾄﾞ変更

100 TPK-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠100｢科薬｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 科薬 循環機能改善剤 9912中止
100 130 TPS-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｽｸﾚﾆﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗骨格筋痙攣剤 94中止
100 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
橙 有 ﾄﾗﾝｺﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 第一製薬 静穏筋弛緩剤 9610中止

100 TRL 100mg  TRL 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0806商品名変更(前:ﾘｻﾞﾓ
ﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ)，ｺｰﾄﾞ変更

100 TSU 023 TSU023 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｱﾃﾈﾝﾄｲﾝ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 鶴原製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈﾝﾄｲﾝ錠)

100 TSU277 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 鶴原製薬 不整脈治療剤 0710商品名変更(前:ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0209ﾋｰﾄ変更

100 TSU296 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾌｪﾝ錠100mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 100mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 10中止 920710収載
100 TSU 383 TSU383 100mg:100mg 裸錠 白 有 ﾁﾙﾐﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 鶴原製薬 気管支拡張剤 9401本体ｺｰﾄﾞ化 920710

収載
100 TSU905 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚｽﾎﾟﾘｰﾄ錠100mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg 鶴原製薬 α β 遮断剤 920710収載
100 TTM-100 耳:TTM-100

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｯﾌﾟ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬-三菱東京製薬 抗悪性腫瘍剤 0011中止

100 Tu-AR 100 Tu AR-100 裸錠 白 無 ｱﾘｽﾒｯﾄ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 辰巳化学 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾘｽﾒｯﾄ錠) 03
頃本体ｺｰﾄﾞ追加

100 Tu BL Tu BL-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾞｰﾁﾛﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 辰巳化学 抗血小板剤 0706商品名変更(前:ﾋﾞｰﾁ
ﾛﾝ錠)

100 Tu CB･100 Tu CB･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾁﾖﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 不整脈治療剤 0606商品名変更(前:ﾁﾖﾊﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ)

100 Tu EC-100 糖衣錠 白 無 ｴﾁﾃﾄﾝ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 辰巳化学 去痰･粘膜正常化剤 9912中止
100 Tu GL-100 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢ﾀﾂﾐ｣100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 辰巳化学 解毒剤 96中止
100 Tu HB･100 Tu HB･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾎｾﾎﾞｰﾝｶﾌﾟｾﾙ｢100｣ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 辰巳化学 子宮内膜症治療剤 0708中止
100 Tu HL-100 裸錠 白 有 ﾍｯﾄﾞﾛﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9912中止
100 Tu HS･100 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
無～淡黄透
明

ﾊｰﾌｽﾀｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg 辰巳化学 慢性膵炎治療剤 9707中止 97ｺｰﾄﾞ化

100 Tu 108 Tu IF-100 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀﾂﾐ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･鎮
痛･解熱剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢
ﾀﾂﾐ｣)

100 Tu IL-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾚｯﾄ錠｢100｣ 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9912中止
100 Tu KL-100 Tu KL-100 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾛﾚｰﾙ錠100mg ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0708中止
100 Tu-LE 100 Tu LE-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾚｾﾌﾟﾛﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ 経口蛋白分解酵素阻害 960705収載
100 Tu LG･100  Tu LG･100 Tu LG･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白/微黄

白
ﾘﾁｹﾞｰﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 辰巳化学 ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ｹ

ﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療剤
1007日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
0907辰巳化学中止 0706
商品名変更(前:ﾘﾁｹﾞｰﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

100 Tu-LP 100 Tu LP-100 裸錠 薄紅 有 ﾚﾌﾟﾘﾝﾄﾝ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

辰巳化学・ﾏｲﾗﾝ製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

100 Tu LS-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾙｼﾄﾝ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 辰巳化学 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0812中止 0706商品名変
更(前:ﾙｼﾄﾝ錠)

100 Tu ML-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾙﾘﾝ錠｢100｣ ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9812中止
100 Tu MY･100 Tu MY･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾏｲﾅﾔｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 辰巳化学 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 96中止
100 Tu-MZ 100 Tu MZ-100 1:Tu MZ-100

1mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｰｽﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 辰巳化学･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
精神安定剤 101119収載

100 Tu NC Tu NC-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾅﾙｺﾙﾄ錠｢100｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 辰巳化学 循環機能改善剤 0706中止
100 Tu-PA 100 Tu PA-100：Tu PA-100

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾋﾟﾚﾏｲﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 辰巳化学･ﾏｲﾗﾝ製薬 消化管運動調律剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾋﾟﾚﾏｲﾝ錠)
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100 Tu-PC 100 Tu PC-100 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚｺｰﾄ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

肝･胆･消化機能改善剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚｺｰﾄ100)
980710収載

100 Tu-PR 100 TuPR-100 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾌﾟﾘﾓｰﾙ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 辰巳化学 広範囲経口抗菌剤 030704収載
100 Tu RB-100 糖衣錠 白 無 ﾛﾝﾍﾞﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 辰巳化学 脳血流障害改善剤 96中止
100 Tu RM-100 糖衣錠 白 無 ﾛﾘﾒｽﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 辰巳化学 微小循環改善剤 9909中止
100 Tu-SU 100 100:Tu SU-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼｰﾇﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 広範囲経口抗菌剤 1004日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止

1002辰巳化学中止
100 Tu-TL 100 TuTL-100 100:TuTL-100

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾂﾐﾗﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 辰巳化学 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0708中止

100 Tu-TX 100 Tu TX-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾂﾐｷｼﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 辰巳化学 広範囲経口抗菌製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾂﾐｷｼﾝ錠)

100 TPD Tu YS-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｼｵｰﾙ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 辰巳化学 胃炎･胃潰瘍治療剤 9906中止 970711収載 本
体記号ｱｽﾌﾟﾅｰﾄﾞと同じ

100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

100 Tw:AA Tw.AA 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｱﾝｷﾞ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 東和薬品 循環機能改善剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠100mg｢ﾄｰ

100 Tw:AA
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 東和薬品 循環機能改善剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ｱﾝｱﾝｷﾞ錠100)

100 Tw.AB100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｱﾘﾋﾞｾﾛﾝ錠100 ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 92中止
100 Tw:AS 100 Tw.AS100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽｸｰﾙ錠100 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 α β 遮断剤 920710収載
100 Tw:BK

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾞﾁｷﾉﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 東和薬品 消化管運動調律剤

収載(商品名変更に伴
い，前:ﾌﾞﾁｷﾉﾝ錠)

100 Tw:CS Tw.CST100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾚﾝｿｰﾙ錠･100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0703中止 86本体追加
100 Tw DN  Tw DN Tw.DN 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 子宮内膜症・乳腺症治療

剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞﾅﾝｶﾌﾟｾﾙ

100 Tw DN  Tw DN Tw.DN 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 子宮内膜症治療剤 旧品名(080620ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)

100 Tw:M 100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質

100 100:Tw.PEX100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ﾍﾟｸｽﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東和薬品 組織修復性抗潰瘍剤 95中止
100 Tw 204 Tw.PRT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0304頃迄) 0211頃

本体ｺｰﾄﾞ化 940708収載
100 Tw:PT

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾟﾁｭﾅ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 0606商品名変更(前:ﾊﾟﾁｭ

ﾅ錠) 900713収載
100 Tw:TP Tw.TP100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾉﾙﾑ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 東和薬品 抗痙縮剤
100 100:TYK118 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱｽﾏﾘﾝ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
循環機能改善剤 9810中止

100 TYK234 100:TYK234 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｽｰﾑ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大正薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 00中止 98ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

100 TYK191 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
100 TZ223 TZ223 100:TZ223 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾌﾅﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 帝国臓器製薬 子宮内膜症治療剤 9808中止 920710収載
100 TC434  TC434 100mg TC434:100mg

TC434 ﾋｰﾄ耳裏:UFT
T100

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg)，ﾋｰﾄ耳裏記号
記載へ変更等

100 裸錠 白 有 ｳﾙｿ100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名，ﾋｰﾄ（0407迄），
品名変更に伴い

100 US 100 100mg:100mg US100mg 裸錠 白 有 ｳﾙﾃﾞﾅｼﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 大洋薬品工業 肝･胆･消化機能改善剤 0510ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ表記
載から裏記載へ) 0203ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載
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100 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
100 PT 095 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9010中止
100 PT 097 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

100 V.E.100 糖衣錠 橙 無 ﾊﾞﾅｰﾙE100 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 94中止
100 Vectan Cap.:100mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(球形) 赤 ﾍﾞｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｸﾀﾝ球)

100 WHR 100 Upjohn WHR 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-日本ｱｯ
ﾌﾟｼﾞﾖﾝ

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9305まで)

100 WHR 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

100 糖衣錠 淡黄褐 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠100mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 100mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0108本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

100 Y:BT 100 Y-BT100 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾁｰﾙ錠100mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0312ﾋｰﾄ変更

100 n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ

経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ

100 Y CO100 Y-CO100 100mg：100mg 糖衣錠 黄 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠100mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 100mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
0207商品名変更
(前:100mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)

100 裸錠 白 無 ﾔﾏﾌｰﾙ錠 ｶﾙﾓﾌｰﾙ 100mg 山之内製薬 抗癌剤 0105中止 9710ﾋｰﾄ変更
100 Y:LI 100 Y-LI100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100｢ﾖｼﾄﾐ｣ 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
躁病･躁状態治療剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03頃ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等

100 Tw 315 Y-MYM100:Tw315 100mg
Y-MYM100

糖衣錠 白 無 ﾏｲﾐﾁﾝ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0012中止 9904販売
980710収載

100 n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ
ｲﾄﾞ･吉富薬品

抗血小板剤 0108中止 970908販売

100 YD 149 糖衣錠 黄 無 ﾖｳﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 陽進堂 抗痙縮剤 0202中止
100 ZE 11 Y-SK100 100:Y-SK100

ZE11
裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ

ﾄﾞ､吉富薬品
肝･胆･消化機能改善剤 0201中止 960611販売

100 Y-SU100 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾌﾟﾗﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

虚血性心疾患改善剤 9907中止 9811製造元変
更

100 ZBP ZBP 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾊﾞ錠100mg ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 030912収載
100 ZE 100 ZAS ZE100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白 無 ｾﾞﾝｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 全星薬品工業-全星薬

品，沢井製薬
抗血小板剤 030704収載

100 ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄白 ｼﾞｽﾛﾏｯｸｶﾌﾟｾﾙ小児用
100mg

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 100mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

0304社名変更（統合に伴
い） 000531収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ 100 100mg:100mg 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠100mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 1005本体ｺｰﾄﾞ変更
100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾚﾄﾞ100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ:ｻﾚﾄﾞ100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 100mg 藤本製薬 抗多発性骨髄腫剤 081212収載
100 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑR 100mg SW-

725
SW-725 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ

100mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾗﾙｰﾄRｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg)，本体品名記載

100 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg SW-149 SW-149 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 070706収載

100 ｾﾌｶﾍﾟﾝSW 100 100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

090515収載

100 ﾁｵﾗ 100 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧ﾋｰﾄ(0310迄) 9809本体
変更

100 ﾄﾐﾛﾝ 100 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品，昭和薬品化工

ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 0708ｺｰﾄﾞ変更
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100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg SW-
885

SW-885 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
ｻﾜｲ｣

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ100)，本体品名記載等

100 ﾐﾉﾍﾟﾝ 100 SW-666 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0512本体ｺｰﾄﾞ変更(SW削
除，品名記載)

100 ﾘｽﾋﾟﾝ 100mg SW-690 SW-690 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 1002本体ｺｰﾄﾞ変更
100 ﾘﾏﾁﾙ 100 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ

ﾏﾁﾙ） 9703本体変更，ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100MED 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢MED｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
100 100 100mg∧ 裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0602ｺｰﾄﾞ変更
100 SQUIBB 430

100mg
裸錠 黄 有 ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝ内服錠100mg ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗真菌

性抗生物質製剤
0707中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｧﾝ
ｷﾞｿﾞﾝ内服錠) 0211ﾋｰﾄ表
SQUIBB， 100mg追加，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

100 糖衣錠 黄 無 ｴｸｽﾀｺｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日研化学 中枢性筋弛緩剤 9205中止
100 KP 177 糖衣錠 白 無 ｱｷﾞﾌﾄｰﾙS錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 杏林製薬 解毒剤 0312頃中止 97ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
100 KN 333 KN333 100mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠）
100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠100 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 100mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

100 TA 108 裸錠 白 有 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高尿酸血症治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾛｼﾄｰ

100 TA303
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 田辺三菱製薬 持続性Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ﾍﾙﾍﾞｯ
ｻｰR100) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄは

100 Wellcome Y9C 100：
GlaxoSmithkline

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(接合
部:青)

ﾚﾄﾛﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(ｴｲ
ｽﾞ等)

旧本体，ｺｰﾄﾞ(0506迄)
0303PTPｼｰﾄに変更
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本データは十分注意を持って作成しておりますが、本データの利用により発生したいかなる損害に関しても、株式会社スズケンは、責任を負いませんのでご了承ください。
数字順 101～ 株式会社スズケン 医療情報室(SDIC東京)作成

数字順 本体コード ヒートコード 剤形 色 割線 商品名 一般名 規格 会社名 薬効等 備考
101 101 裸錠 橙黄～橙 無 ｱﾋﾞｱﾝｽ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 日本医薬品工業 血管強化･止血剤 9104中止

101 KPh:101 KPh101 裸錠(楕円形) 黄～黄褐 有 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ 潰瘍性大腸炎治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠)

101 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
9401変更

101 A101 裸錠 白 無 ﾊﾞｲﾒﾆｴﾙ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 東邦新薬 めまい･平衡障害治療剤 中止
101 AP101 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ｱﾋﾟﾎﾟｰﾚｶﾌﾟｾﾙ ｾﾙﾆﾁﾝﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ 63mg ｱﾋﾟ-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺疾患治療剤 0511中止 960705収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
101 CG 101 ISM:CG 101 裸錠 白 有 ｲｽﾒﾘﾝ錠 硫酸ｸﾞｱﾈﾁｼﾞﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
血圧降下剤 9912中止 9810ﾋｰﾄ裏変

更(ISM削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢CH｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗精神病剤 070706収載

101 CHO-101 裸錠 白 無 ｾｵﾊﾞﾐﾝ錠250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 筋緊張性疼痛疾患治療 93中止 900713収載
101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾄﾗｷｼﾝ錠 ﾒﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 第一製薬 精神神経安定剤 9207中止
101 DK 101 DK101 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｻｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 頻尿治療剤 0805ﾋｰﾄ表200mg追加

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾎﾞｻｰﾄ錠)

101 FCI-101 耳:NB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾈﾍﾞﾙｸｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富士化学工業 抗悪性腫瘍剤 9801中止
101 EME:FY101 糖衣錠 白 無 ｴﾒﾙｿﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 富士薬品 筋緊張改善剤 中止 920710収載
101 FZ 101 FZ101 糖衣錠 白 無 ﾓｷｼｰﾙ錠 塩酸ﾓｷｼｼﾘﾄ 30mg 富士ﾚﾋﾞｵ α 1遮断性脳循環改善剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
101 GX 101 GX101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 0803第一三共中止 0704

社名変更(統合に伴い，
前:三共)

101 SALYITA HD-101 裸錠 白 有 ｻﾘｲﾀﾐﾝ錠 菱山製薬 解熱鎮痛剤 9510中止
101 HP101 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｱﾝﾄﾌｪﾉﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 久光製薬 消炎鎮痛剤 中止 未販売
101 JK 101 JK101 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 0201製造元社名変更

960614収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載

101 KH 101 KH101 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｰﾙ錠200 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1003中止 0810社名変
更，合併に伴い(前:協和
発酵工業) 071221収載
(商品名変更に伴い，前:

101 KL 101 KL101:PRX 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾗｸｻﾝ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本ｶﾞﾚﾝ 前立腺肥大症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9501社
名変更

101 KPh:101 GC4230 裸錠 黄～黄褐 有 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟｼﾞｮﾝ-ﾐﾄﾞﾘ十
字

潰瘍性大腸炎治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9609製
造元社名変更 9503本体
刻印

101 KPh:101 GC4240 裸錠(楕円形) 黄～黄褐 有 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧﾙﾏｼｱ-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 潰瘍性大腸炎治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9808ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

101 101：KSK KSK101 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg「ｸﾆﾋﾛ」 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 皇漢堂製薬 H2受容体拮抗剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠「ｸﾆ
ﾋﾛ」200mg)

101 M101 糖衣錠 緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾓﾊﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 模範薬品研究所 不整脈治療剤 9102中止
101 MI 101 裸錠 黄 有 ﾗｾﾙﾁﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 丸石製薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0107中止
101 MKC 101 MKC101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｰﾊﾞｰ錠100mg ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 田辺三菱製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
変更(日研化学より)

101 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

1101中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｾﾌｧ
ﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣)

1 / 276 ページ



101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9901ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

101 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾊﾞﾘﾝ錠 ﾌﾞﾛﾑﾜﾚﾘﾙ尿素 100mg 日本新薬 催眠鎮静剤 0109中止
101 NN 101 NN101 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾗｸｻﾝ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日医工 前立腺肥大症治療剤 0607中止 0504社名変更

(前：日本ｶﾞﾚﾝ，合併によ
101 NOK 101 NOK101 裸錠 白 有 ｱｼｸﾘﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林製薬工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0308中止 000707収載，

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
101 OH-101 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠200｢ﾎｸｴｲ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎鎮痛解

熱剤
0708中止 810901収載

101 裸錠 白 無 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

101 P101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ﾚﾊﾞｲﾃﾞﾝ 肝臓加水分解物 100mg 東邦新薬 肝基質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9909まで) 9404
ｺｰﾄﾞ化，剤型変更(旧:糖

101 101 PCL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 9603社
名変更 900713収載

101 PH 101 PH101:PH101 裸錠 白 有 ｲﾅﾐｼﾞﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 持続性消炎･鎮痛剤 0606中止 940708収載
101 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾗｸｰﾙ薬品販 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止 940708収載
101 Sc 101 BUT-100 SANKEN 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾚﾆﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 三和化学研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
101 Sc 101 BUT100:Sc101 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾚﾆﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 三和化学研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0107中止 9704ﾋｰﾄ変更
101 SD101：250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢昭

和｣
ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 昭和薬品化工-小林薬品

工業
解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌｪﾅﾑｻﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

101 SEARLE 101 裸錠 白 無 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠)

101 SF 101 裸錠 淡紫 無 ｱｽﾞﾉﾚﾝ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 新扶桑製薬 炎症性消化器疾患用剤 8903中止
101 SH101 裸錠 白 有 ｴｸﾘｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 昭和薬品化工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ
101 SNW-101 糖衣錠 橙黄 無 ｸﾗｲｽﾘﾝS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 東京臓器化学 循環障害改善剤 9309中止
101 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟ錠 塩酸ﾚﾌｪﾀﾐﾝ 25mg 参天製薬 筋肉痛治療剤 9511中止 9302変更
101 TOYO 101:2 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
101 TA 101 裸錠 淡黄 有 ｱｻﾞﾆﾝ錠50mg ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg 田辺三菱製薬 免疫抑制剤 0710社名変更（前：田辺

製薬） 0602商品名変更
(前:ｱｻﾞﾆﾝ錠)

101 TC 101 TC101 裸錠 白 有 ｺﾚﾃﾞｽA錠 大鵬薬品工業 解熱鎮痛剤 中止 9703ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

101 TI 101:TNL TI101 裸錠 白 有 ﾄﾆｰﾙ錠10μ ｇ 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ ｇ 原沢製薬工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続性気管支拡張剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾆｰﾙ錠)

101 TM 101 TM 101 裸錠 白 無 ｶﾙﾈｼﾝ錠-125 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 東亜薬品 筋緊張性疼痛疾患治療 中止 920710収載
101 TP-101 糖衣錠 淡緑 無 ﾀﾞｯﾄﾘﾝ-N ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 竹島製薬 不整脈治療剤 9907中止
101 TTS-101 裸錠 白 有 ﾋﾟﾘﾁﾙﾛﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 高田製薬 めまい･平衡障害治療剤 9007中止
101 Tu 101 Tu101 200mg 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200「ﾀﾂﾐ」 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮痛・解熱剤 050708収載
101 Tw 101 Tw101 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 東和薬品 尿酸排泄薬 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠)
950707収載

101 V101 裸錠 淡灰白 有 ｳﾛｼﾞｸｽ250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 東邦新薬 合成抗菌剤 中止
101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｵﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 消炎鎮痛剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

101 ZE 101 ZE101 NFL10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業･三和化学
研究所，沢井製薬

持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

050708収載

101 裸錠 白 有 ｲﾉｽｺ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
101 裸錠 白 有 ｲﾉｽｺ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 9908中止 9009変更
101 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾌﾙﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 山之内製薬 微結晶ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ製剤 9803中止 9303変更(SP-

>PTP)
101 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｵｽﾃｵｰﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 消化性潰瘍治療剤 0202中止 9712ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)
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101 裸錠 極薄橙 無 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣
0.025mg

ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.025mg 塩野義製薬 強心剤 0903中止

101 裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣
0.1mg

ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg 塩野義製薬 強心剤 0903中止 0312ﾋｰﾄ変更
9903ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ記号
(DTX)削除，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ

101 糖衣錠 淡青 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾀﾞｲｺｰ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 大興製薬 不整脈治療剤 91中止
101 裸錠 白 有 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
101 裸錠 白 無 ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大興製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 91中止
101 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾒｰﾄ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 9005中止
101 糖衣錠 黄 無 ﾊｲﾚﾊﾞﾝ錠250 ｵｻﾙﾐﾄﾞ 250mg 大興製薬 利胆剤 88中止
101 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌｯｾﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大興製薬-日医工 止瀉剤 0609供給停止 0401ﾋｰﾄ

裏変更 9810ﾋｰﾄ変更
(1mg追加)

101 裸錠 黄 無 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 大興製薬 昇圧剤 88中止
102 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0406ﾋｰﾄ変更，裏商品名

変更等 0310社名変更
9401変更

102 A102 裸錠 白 無 ﾊﾞｲﾒﾆｴﾙ12mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 東邦新薬 めまい･平衡障害治療剤 中止
102 CG 102 10mg：CG102 10mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄ表APR10削除
102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0201まで) 010706

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢CH｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗精神病剤 070706収載

102 CHO 102 CHO 102 CHO-102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｿﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-長生堂
製薬

不整脈治療剤 0810中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘｿﾞﾗ
ﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ) 0602本体ｺｰﾄﾞ
追加

102 F102 裸錠 白 無 ﾍｷｼﾎﾞﾝ 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 東邦新薬 気道粘液溶解剤 中止
102 FY102 FY102 裸錠 淡紫 無 ﾊﾙﾗｯｸ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 富士薬品-共和薬品工業 睡眠導入剤 0301本体ｺｰﾄﾞ追加

920710収載
102 GX 102 GX102：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして）
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 0803第一三共中止 0704

社名変更(統合に伴い，
前:三共)

102 JK 102 JK102 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 0201製造元社名変更，
960614収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載

102 KC-102 CYK250 KC-102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾕｰｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 科研製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9701中止
102 KH102 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝ錠100 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
102 KL102:MPS 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白～淡

黄
ﾒﾋﾟｽﾀﾝ5 ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-日本ｶﾞﾚﾝ 腎性貧血･乳腺腫瘍治療

剤
9510中止 9501社名変更
900713収載

102 KPh:102 KPh102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性，楕円形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ-参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN
錠) 0304製造社名変更
（統合に伴い）

102 KRH102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ｸﾚﾊ-第一三共 慢性腎不全用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200)

102 102：KSK KSK102 裸錠 白 有 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠「ｸﾆﾋ
ﾛ」15mg

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 皇漢堂製薬 気道潤滑去痰剤 0307収載

102 MM 102 MM102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾉｼｰF錠 ｲﾉｼﾝ 200mg ﾙｾﾙ森下-日本ﾍｷｽﾄﾏﾘｵ
ﾝﾙｾﾙ

白血球減尐症治療剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

102 MY 102 MY-102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘｰｾﾞS配合錠 前田薬品工業-ﾏｲﾗﾝ製
薬，興和ﾃﾊﾞ

消化酵素複合剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽﾄｰﾏ配合ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄｰﾏｶﾌﾟｾﾙ)
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102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶褐/茶褐 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 日本医薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9504中止
102 裸錠 白 無 ｲｿﾐﾀｰﾙ錠 ｱﾓﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 100mg 日本新薬 催眠鎮静剤 0201中止 9305SP->PTP
102 NOK 102 NOK102 裸錠 白 有 ｱｼｸﾘﾙ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林製薬工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0308中止 000707収載，

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
102 NPI 102 NPI-102:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢

NPI｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性選択H1受容体拮

抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
1103本体ｺｰﾄﾞ102裏→
表，ﾋｰﾄ若干変更

102 裸錠 白 有 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

102 PH 102 PH102：50mg 裸錠 微黄白 無 ﾏｲﾛﾆﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 自律神経調整剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｲﾛﾆﾝ錠)

102 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾗｸｰﾙ薬品販 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止 940708収載
102 REL Sc102 REL400:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾚﾘﾌｪﾝ錠400mg ﾅﾌﾞﾒﾄﾝ 400mg 三和化学研究所 持続性抗炎症･鎮痛剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾘﾌｪﾝ錠)
102 SEARLE 102:50 裸錠 白 有 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤 社名変更（統合に伴い）
9804本体，ﾋｰﾄ変更 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

102 SF 102 SF-102 裸錠 白 無 ｶﾞｽﾃｰﾙ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 新扶桑製薬 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで)
102 St102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤紫/橙透

明
ｿｲｽﾗﾝ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 佐藤薬品工業 高脂血症用剤 中止(10年以上前)

102 SW-102:SW-AMN 裸錠 白 有 ｱﾓﾝT100 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 9409中止
102 TO YO:5 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
102 TA 102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑ錠300mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
Kｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺

三菱製薬)
102 TI102 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
淡黄白 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄)，承継に

伴い(ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽへ) 0104
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載

102 TKS 102 TKS102 裸錠 淡赤 有 ｲﾝﾄﾛﾒﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

降圧利尿剤 0011中止

102 TM 102 TM 102 裸錠 白 無 ｶﾙﾈｼﾝ錠-250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 東亜薬品 筋緊張性疼痛疾患治療 中止 920710収載
102 TU 102 Tu102 100mg:Tu102

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100｢TCK｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 060707収載

102 Tw102 Tw102 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ｸﾗﾐﾄﾝ錠2.5 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 東和薬品 経口血糖降下剤 旧品名(080620ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐ
ﾄﾞ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
950707収載

102 Tw102 Tw102 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠2.5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 東和薬品 経口血糖降下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾐﾄﾝ錠2.5)

102 TYK102 50mg 糖衣錠 白 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠
50mg(TYK)

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 大正薬品工業 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0311中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

102 T-ZOUKI 102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/黄 ｸﾗｲｽﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 東京臓器化学 循環障害改善剤 9309中止
102 ZE 102 ZE102 NFL20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業･三和化学

研究所，沢井製薬
持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

040709収載

102 μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25μ g 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9705ﾋｰﾄ
裏変更

102 μ g:250μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0803中止 0504社名変更
(合併)

102 糖衣錠 黄 無 ｲﾉｼﾝ錠200 ｲﾉｼﾝ 200mg 大興製薬 細胞賦活剤 9008中止
102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾙﾛｰﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大興製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止 900713収載
102 裸錠 白 無 ﾁﾞｳﾄﾛﾝ錠50 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 大興製薬 降圧利尿剤 91中止
102 裸錠 白 有 ﾊﾞｽﾒﾀﾝ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 大興製薬 末梢血行改善剤 9006中止
102 裸錠 淡黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠ﾀﾞｲｺｰ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 95中止
102 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
102 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9911中止 9009変更
102 糖衣錠 淡青 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
102 糖衣錠 淡青 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 94中止 9009変更
102 糖衣錠 白 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 大興製薬 精神神経用剤 91中止
103 500μ μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0803中止 0504社名変更

(合併)
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103 103:0.4mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
103 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系抗不安 0512中止
103 CG 103 25mg:CG103 25mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄAPR25削除
103 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠

100mg｢CH｣
ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
旧品名(091113ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼ
ﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
060707収載

103 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟ
ﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢CH｣)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

103 CHO 103 CHO-103 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｻﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 99中止 9504変更
103 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠10mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg(ﾛﾌｪﾌﾟﾗ

ﾐﾝとして)
第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ裏変更，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

103 FY 103 FY103 0.25:FY103 裸錠 淡青 有 ﾊﾙﾗｯｸ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 富士薬品-共和薬品工業 睡眠導入剤 0301本体ｺｰﾄﾞ追加
920710収載

103 GX 103 GX103 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠300 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 300mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 0609中止 98ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

103 JK 103 JK103 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠3mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 030704収載
103 JK 103 JK103 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠3mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 030704収載
103 KH103 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝ錠200 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤，躁病・躁

状態治療剤
0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

103 KN103 糖衣錠 淡黄 無 ﾚﾒｱﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 小林化工 抗めまい剤 中止 95ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
103 103：KSK KSK103 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠「ｸﾆ

ﾋﾛ」60mg
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg（無水

物として）
皇漢堂製薬 鎮痛・抗炎症・解熱剤 0307収載

103 MM 103 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾉｼｰ3F錠 ｲﾉｼﾝ 300mg 森下ﾙｾﾙ 白血球減尐症治療剤 9101中止
103 MY-103 MY-103 MY-103 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/赤褐

透明
ｱﾘｰｾﾞNｶﾌﾟｾﾙ 前田薬品工業-ﾏｲﾗﾝ製

薬
消化酵素複合剤 0903中止 0802販売会社

社名変更(前:ﾒﾙｸ製薬)
103 YD 026 裸錠 淡青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢YD｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 陽進堂-日医工 消炎･組織再生促進剤 1003中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ｱｽﾞ
ﾚﾝ錠｢陽進｣) 陽進堂とﾋｰ
ﾄ異なる

103 NF 103 NF103 裸錠 淡青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠”日本商事” ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg ｱｽﾞｳｪﾙ 抗痛風剤 9905中止 9611ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9306ﾋｰ
ﾄ裏変更

103 NPI 103 NPI-103 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
NPI｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性選択H1受容体拮
抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1101本体ｺｰﾄﾞ103裏→
表，ﾋｰﾄ若干変更

103 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ錠｢ﾎｸｴ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0003中止
103 PH103 裸錠 白 有 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ錠｢ﾐﾀ｣ 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ 2.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 02頃中止 9507PTP包装

中止
103 Sc 103 Sc103 10mg  BET10：

10mg
裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠10mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 10mg 三和化学研究所 精神神経用剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠)，
0602本体ｺｰﾄﾞ記載
0306SP→PTPへ，10mg
追加 9706変更(Sc103追

103 St103 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｻﾄｳ｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 佐藤薬品工業 抗生物質 01中止
103 SW 103 SW-103 4 裸錠 白 有 ｲﾉﾏｰﾙ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 沢井製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
101119収載

103 TO YO:10 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
103 T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0409

頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載表
→裏他)

103 TA 103 裸錠 白 無 ｱｽﾊﾟﾗ-CA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg(無水
物として)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)
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103 TI103 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

淡紅 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄)，承継に
伴い(ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽへ) 0104
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載

103 TKS103 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾙｼﾄﾞﾝ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

脳代謝機能改善剤 9507中止

103 TM 103 裸錠 白 無 ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙﾃﾞｯｸｽ)

103 TM 103 裸錠 白 無 ｳﾙﾃﾞｯｸｽ ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(091113ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ
錠50mgに変更)

103 TTS-103 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/淡黄 ﾄﾘﾀﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 高田製薬 胆･膵痙攣緩解剤 9305中止
103 Tw 103 Tw103 0.4mg 裸錠 白 無 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 東和薬品 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾝﾋﾞｯﾄ錠0.4)
103 Tw 103 Tw103 0.4mg 裸錠 白 無 ﾒﾝﾋﾞｯﾄ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 東和薬品 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧品名(080620ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗ

ﾑ錠0.4mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
960705収載

103 TYK103 糖衣錠 白 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠
100mg(TYK)

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 100mg 大正薬品工業 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 8909中止

103 ZE 103 ZE103 NFL40：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠40 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 全星薬品工業･三和化学
研究所，沢井製薬

持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

040709収載

103 裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 960614収
載

103 裸錠 淡黄赤 有 ﾎﾟﾚｵﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 住友製薬 化学療法剤 9108中止
103 μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9707ﾋｰﾄ

裏変更
103 糖衣錠 淡青 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾀﾞｲｺｰ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 大興製薬 不整脈治療剤 91中止
103 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷﾒﾀｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大興製薬 解熱鎮痛消炎剤 9909中止 900713収載
104 CG 104 50mg:CG104 50mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄAPR50削除
104 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠25mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

104 FY 104 FY104 裸錠 淡紅 有 ｷｻｲﾆﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 富士薬品 鎮痛･抗炎症剤 9811中止 980710収載
104 KH 104 KH104 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑 無 ｹﾀｿﾞﾝ錠 ｹﾄﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ 100mg 協和発酵工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎剤 0001中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
104 KRM 104:2.5 KRM104 2.5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢

KRM｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載

104 104：KSK KSK104 裸錠 白 無 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ錠「ｸﾆﾋﾛ」
4mg

塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 皇漢堂製薬 気道粘液溶解剤 0407収載

104 MI 104 耳:RESTELON250 裸錠 淡灰褐 有 ﾚｽﾃﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 丸石製薬 合成抗菌剤 9301中止
104 NF 104 NF104 裸錠 淡黄 無 ｸﾗｯｾﾝ錠 ﾒﾙｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾝ 50mg 日本商事 白血病治療剤 9306中止
104 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄｽﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0003中止
104 裸錠 白 有 ﾏｽﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｼｵｴ製薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9811中止
104 Sc 104 Sc104  25mg BET25：

25mg
裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠25mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 25mg 三和化学研究所 精神神経用剤 0304SP→PTP 9707変更

(Sc104追加)
104 SS 104 SS104 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾁｵｰﾙ錠40 L-ｼｽﾃｲﾝ 40mg 久光製薬 L-ｼｽﾃｲﾝ製剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ

り) 010907収載(品名変更
前:ﾊｲﾁｵｰﾙ錠)

104 St104 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ450｢ｻﾄ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 450mg 佐藤薬品工業 抗生物質 01中止
104 TA 104 裸錠 薄橙 無 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠10 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 10mg（ｸｴﾝ酸

ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮咳剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

104 TKS 104 SP:TKS104 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾙﾋﾟﾈｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

脳循環代謝改善剤 9506中止 900713収載

104 5:TP-104 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹｼﾏ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

104 Tw 104 Tw104 裸錠 白 無 ﾒｲｴｽﾄﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 東和薬品 前立腺肥大症治療剤 960705収載
104 糖衣錠 黄 無 ｲﾉｼﾝ錠200 ｲﾉｼﾝ 200mg 大興製薬 細胞賦活剤 9008中止
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104 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｸﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大興製薬 解熱鎮痛消炎剤 9908中止 900713収載
105 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰﾙ錠 臭化ｴﾁﾙﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 10mg 日本新薬 鎮痙剤 0703頃中止
105 CG 105 SA:CG 105 糖衣錠 白 無 ｾﾙﾊﾟｼﾙ･ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ ﾚｾﾙﾋﾟﾝ､塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞ

ﾝ
0.1mg，10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
血圧降下剤 0110中止 9803ﾋｰﾄ裏変

更(SA削除)，商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

105 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢CH｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

105 KH105 KH105 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾍﾞﾉｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 協和発酵ｷﾘﾝ 睡眠調整剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

105 KN 105 KN 105 裸錠 白 有 ﾌﾞﾁｽｺ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 小林化工 鎮痙剤 0910中止
105 KP 105 裸錠(長円形) 白 有 ﾃﾞｱﾒﾘﾝS錠250mg ｸﾞﾘｸﾛﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 250mg 杏林製薬 経口血糖降下剤

(商品名変更に伴い，前:
ﾃﾞｱﾒﾘﾝS錠)

105 KRM 105:5 KRM105 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
KRM｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載

105 105：KSK KSK105 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠「ｸﾆﾋﾛ」30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 皇漢堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0407収載
105 M105 糖衣錠 橙 無 ｱﾘﾁｱ配合錠 ﾏｲﾗﾝ製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾘﾁｱN50)
105 MI 105 耳:RESTELON500 裸錠 淡灰褐 有 ﾚｽﾃﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 丸石製薬 合成抗菌剤 9402中止
105 MM 105 MM105:ET 裸錠 白 有 ｴﾄｽｺｰﾙ錠 硫酸ﾍｷｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 0.5mg 森下ﾙｾﾙ 気管支拡張剤 9303中止
105 MPI 105 裸錠 白 無 ﾒﾗｲﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 三井製薬工業 めまい･平衡障害治療剤 0006中止 98ﾋｰﾄ記号

(MPI105)削除，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

105 MY 105 MY105 30mg：30mg 裸錠 白 有 ﾍﾟﾍﾟｼﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 前田薬品工業-佐藤製
薬，日医工

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾍﾟｼﾝ錠)
0807販売元変更(前:ﾃｲｺ
ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

105 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰﾙ錠 臭化ｴﾁﾙﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 10mg 日本新薬 鎮痙剤 0703頃中止
105 NPI 105 NPI-105 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NPI｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日本薬品工業 胃炎・胃潰瘍治療剤 091113収載
105 OH-105 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾒﾌｪﾅﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ｢OH｣ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9603中止

105 裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

105 裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

0206中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

105 PH105 裸錠 淡緑 無 ｸﾞﾘﾈｰﾄS錠 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0403中止
105 糖衣錠 白 無 ﾛｸﾛﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg ｼｵｴ製薬 筋緊張性疾患治療剤 0003中止 940708収載
105 Sc 105 Sc105 50mg BET50：

50mg
裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠50mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 50mg 三和化学研究所 精神神経用剤 0306SP→PTP 9802ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化
105 S H SH105(赤) 裸錠 白 有 ｲﾌﾗｻｰﾙ錠 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 昭和薬品化工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9810中止
105 SS 105 SS105 裸錠 白 有 ﾋﾟｰｽｹﾞﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｴｽｴｽ製薬 高血圧症･不整脈治療剤 9406中止
105 SW-105:SW-BP 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾀﾊﾟｰﾙ ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 9510中止
105 T X 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9712

ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 7804収載

105 TA 105 裸錠 薄橙 無 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 20mg（ｸｴﾝ酸
ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮咳剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

105 TG 105 TG105 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

105 PR:TKS105 糖衣錠 橙赤 無 ﾌﾟﾛｽｼﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

強心剤 9506中止

105 TTS-105 裸錠 白 有 ﾊﾟｷｿﾅｰﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 高田製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄ(0308迄) 新らしい
SPﾋｰﾄには商品名記載，
記号削除

105 T w:105 Y-EPC25 25μ g:Tw105
25μ g Y-EPC25

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 気管支拡張剤 0006中止 960705収載
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105 T w:105 μ μ
g

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 東和薬品 気管支拡張剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠25)

105 TYK105 FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 FAD錠15mg(TYK) ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

15mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧ﾋｰﾄ 98ﾋｰﾄ変更(FAD15
追加) 9303製造元変更

105 TYK 105 TYK105 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 FAD錠15mg｢TYK｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
105 Z 105 Z105 糖衣錠 赤 無 ｱｸｵ-B錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 日本臓器製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 02頃中止 0109PTP包装

中止 0008ﾋｰﾄ表裏商品
名記載

105 裸錠 白 有 ｲﾉｽｺ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
105 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾘｽ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東京田辺製薬 消炎鎮痛剤 9303中止
106 CG 106 SAF:CG 106 糖衣錠 白 無 強力ｾﾙﾊﾟｼﾙ･ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ ﾚｾﾙﾋﾟﾝ､塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞ

ﾝ
0.1mg，25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
血圧降下剤 0110中止 9712ﾋｰﾄ裏変

更(SAF削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

106 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

H2受容体拮抗剤 0905発売

106 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 第一三共 消化器系鎮痙･鎮痛剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠)

106 KH106 KH106 15mg：15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾍﾞﾉｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 協和発酵ｷﾘﾝ 睡眠調整剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

106 KN 106 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾊﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 小林化工 解熱鎮痛消炎剤 0002中止 900713収載
106 KRM 106:50 KRM106 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢KRM｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

106 KSK106 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 皇漢堂製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0611発売，承継に伴い
(前:東海ｶﾌﾟｾﾙより)

106 KO KTB106 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢KTB｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 寿製薬 5‐HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

106 MI 106 耳:MASEDAL 裸錠 白 有 ﾏｾﾀﾞｰﾙ錠 丸石製薬 解熱鎮痛剤 9301中止
106 裸錠 淡青 有 ｱｽﾞﾌｫﾈｰﾄ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 日本医薬品工業 炎症性胃疾患治療剤 9106中止
106 糖衣錠 淡紅 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9707ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

106 OH 106 裸錠 白 有 ﾅﾙｾｰﾌ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 大原薬品工業 鎮痛消炎剤 0003中止
106 PH106：10mg 裸錠 白 有 ｻﾝｸﾐﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0703中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
106 5 SANKYO 106 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠5 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

106 SF-106 糖衣錠 黄赤 無 ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100｢SF｣ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 新扶桑製薬 抗痙縮剤 8904中止
106 SW 106 SW-106 100:100mg 裸錠 黄 有 ｽﾘﾝﾍﾟﾝ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 0706中止 0205ﾋｰﾄ100追

加など 00本体刻印
106 TA 106 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾅ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
対血管薬剤 0710社名変更（前：田辺

製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ｱﾄﾞﾅ
(AC-17)錠(10mg)）

106 TG 106 TG106 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

106 TKS:106 TKS106 裸錠 白 無 ｼﾞﾝｾﾄﾞﾘﾝ錠 塩酸ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ 10mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

脳･末梢血行改善剤，子
宮鎮痙剤

9506中止

106 TM 106 TM106 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｱﾍﾞﾊﾟﾁｰ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 東亜薬品-ｻﾝﾄﾞ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 1012中止 0601販売元社
名変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)

106 TP 106 50mg:TP-106 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝE錠50mg｢NT｣ 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･三和化学研
究所，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟ
ﾛﾌｧｰﾏ

ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 0911ﾋｰﾄ若干変更(TP-
106表→裏等) 071221収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾋﾞﾀﾐﾝE錠)

106 Tw 106 Y-EPC50 50μ g:Tw106
50μ g Y-EPC50

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 気管支拡張剤 0012中止 960705収載
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106 Tw 106 μ μ
g

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 東和薬品 気管支拡張剤 0711商品名変更(前:ｴﾌﾟｶ

106 TYK106 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｵｰﾙﾏｯｸS 大正薬品工業 消化酵素複合剤 8909中止
106 裸錠 黄 無 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 大興製薬 昇圧剤 88中止
107 CG 107 CG107 糖衣錠 白 無 ｴｼﾄﾞﾗｲ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0803中止 03頃ﾋｰﾄ変更，

表E3削除 9712ﾋｰﾄ裏変
更(E3削除)

107 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

橙 有 ﾄﾗﾝｺﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 第一製薬 静穏筋弛緩剤 9610中止

107 HD 107 HD-107 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗｰﾄ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 菱山製薬 脳･末梢血流改善剤 9304中止
107 JP 107 JP107 1mg:1mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠1mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 070706収載

107 KH107 KH107 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 協和発酵工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0009中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9303ﾋｰﾄ

107 KN 107 KN107 0.25mg 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾄﾘｱﾗﾑ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 小林化工 睡眠導入剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘｱﾗﾑ錠)

107 KRM 107:100 KRM107 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢KRM｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

107 KSK107 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 皇漢堂製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0611発売，承継に伴い
(前:東海ｶﾌﾟｾﾙ)

107 KO KTB107 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢KTB｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 寿製薬 5‐HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

107 M 107 M107 15mg:M107 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

091113収載

107 MY 107 MY107 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾄﾘｽSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 前田薬品工業-ﾃｲｺｸﾒ
ﾃﾞｨｯｸｽ

高脂血症治療剤 0804中止

107 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｽﾊﾟﾈｰﾄ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日本新薬 胆･膵･尿路痙縮緩解剤 0606中止 0208ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載 9809ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削
除，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

107 NPI 107 NPI-107 5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢NPI｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本薬品工業・ﾏｲﾗﾝ製 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
107 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾋﾟﾛ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 大原薬品工業 消炎鎮痛剤 9904中止
107 PH107 裸錠 白 有 ｽﾀﾃﾞｨｰ 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 鎮痙剤 9503中止
107 10 SANKYO 107 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

107 Sc 107 Sc107 LET60:60mg 裸錠 極薄紅 有 ﾚﾄﾗｯｸ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 三和化学研究所 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 980710収載

107 SF 107 SF-107 裸錠 白 無 ﾆｺﾓｰﾙ錠｢SF｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 新扶桑製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

97中止

107 St107 St107 St107 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 佐藤薬品工業-日医工，
共和薬品工業

虚血性心疾患治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶ
ﾌﾟｾﾙ)

107 SW 107 SW-107 2:2mg 裸錠 白 無 ｲﾉﾏｰﾙ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 沢井製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

107 TA 107 裸錠 橙黄～橙黄
褐

無 ｱﾄﾞﾅ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

対血管薬剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ｱﾄﾞﾅ
(AC-17)錠30mg)

107 TG 107 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高尿酸血症治療剤 101119収載

107 TKS 107 TKS107 裸錠 黄 有 ﾌﾟﾙｻﾐﾝ錠5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

循環増強剤 9503中止

107 TM 107 TM107 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾘｷｭｱ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 東亜薬品-日本薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 0912中止 050708収載
107 TP 107 15mg TP-107 裸錠 白 有 ｼﾝｾﾗｷﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾝｾﾗｷﾝ錠)
107 TTS-107 100mg 裸錠 白 有 ｻﾘﾁﾙﾛﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 高田製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0706中止
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107 Tw 107:2 Tw107 2mg 裸錠 白 有 ﾎﾟｽﾁﾆﾝ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 東和薬品 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0806商品名変更(前:ﾎﾟｽﾁ
ﾆﾝ錠2)

107 糖衣錠 白～帯黄白 無 5mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
107 裸錠 白 有 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾀﾞｲ 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 大興製薬 鎮咳剤 91中止
108 CG 108 20mg:CG108 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗｻｺｰﾙ錠20mg 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ β -受容体遮断剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ﾄﾗｻｺｰﾙ錠）
108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠75mg｢CH｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠100mg ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 第一三共 抗炎症鎮痛剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞﾛﾝ錠)

108 FCI 108 耳:FCI108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈﾍﾞﾙｸ腸溶錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富士化学工業 抗悪性腫瘍剤 0002中止
108 JP 108 JP108 2mg:2mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠2mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 070706収載

108 KH 108 KH108 100mg：100mg 裸錠 淡赤 有 ｲｰｼｰ･ﾄﾞﾊﾟｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

協和発酵ｷﾘﾝ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｰｼｰ･ﾄﾞﾊﾟｰﾙ
錠)

108 KN108 20mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾛｿﾞﾝ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 小林化工 筋緊張性疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾛｿﾞﾝ錠)

108 KRM 108:10 KRM108:10mg 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞﾄｰﾙ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載

108 KW108 糖衣錠 橙 無 ｷｮｰﾜﾐﾝD錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｱﾙｺﾙﾋﾞﾝ酸 250mg， 共和薬品工業 解熱鎮痛剤 9203中止
108 M 108 M108 25mg:M108 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg

｢ﾏｲﾗﾝ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
091113収載

108 108 MFX 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ錠｢ﾅｶ
ﾉ｣

塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 脳代謝賦活･意識障害治
療剤

9001中止 薬価削除

108 MI 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾌﾙ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 丸石製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9305中止
108 MM 108 MM108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾃﾛﾉﾝ-R錠 ｺﾝｸｴﾝﾃﾛﾎﾟﾘｱｰﾙ末 100mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 乳酸菌製剤 9804中止 9705ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 抗めまい剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠)
0502剤形変更(旧：糖衣
錠)，本体色変更

108 NPI 108 NPI-108 10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢NPI｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本薬品工業・ﾏｲﾗﾝ製 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
108 糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
108 糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 9910中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
108 PH 108 PH108：2mg 裸錠 白 有 ﾄﾘﾍｷｼﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0712商品名変更(前:ﾄﾘﾍ

ｷｼﾝ錠) 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

108 SANKYO 108:20 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 三共 抗不安剤 9709中止
108 SS 108 SS108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾁｵｰﾙ錠80 L-ｼｽﾃｲﾝ 80mg 久光製薬 L-ｼｽﾃｲﾝ製剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ

除) 9611ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

108 St108:600mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹｰｻﾌﾟﾗｲ錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg 佐藤薬品工業-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

徐放性ｶﾘｳﾑ剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹｰｻﾌﾟﾗｲ錠)

108 SW 108 SW-108 200：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｷｻﾌﾟｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0706中止 03ﾋｰﾄ変更，表
200追加等 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-XZ200)削除

108 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 旧品名(090324ﾌﾗﾎﾞｷｻｰ
ﾄ塩酸塩200mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

108 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ塩酸塩錠
200mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠)

108 TA 108 裸錠 白 有 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高尿酸血症治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾛｼﾄｰ

108 TP-108 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 竹島製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9504中止
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108 Tu 108 Tu IF-100 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀﾂﾐ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･鎮
痛･解熱剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢
ﾀﾂﾐ｣)

108 Tw 108:3 Tw108 3mg 裸錠 白 有 ﾎﾟｽﾁﾆﾝ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 東和薬品 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0806商品名変更(前:ﾎﾟｽﾁ
ﾆﾝ錠3)

108 TYK108 裸錠 白 無 ﾓﾉｸﾛﾄﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 大正薬品工業 消炎鎮痛剤 0707中止
108 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 97ﾋｰﾄ変

更 9411本体刻印
108 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾝﾌﾟﾛﾝ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日研化学 肝臓疾患用剤 0111中止 9704ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
108 糖衣錠 白～帯黄白 無 10mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤
108 裸錠 赤褐 有 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ錠5 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 5mg 大興製薬 止血剤 9008中止
109 AVL 109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
109 CG 109 40mg:CG109 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗｻｺｰﾙ錠40mg 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ β -受容体遮断剤 040709収載，ﾋｰﾄ変更，

品名変更に伴い（前：ﾄﾗｻ
ｺｰﾙ錠）

109
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢CH｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

109 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 第一三共 消炎鎮痛剤 0903中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
109 糖衣錠 桃褐 無 ﾄﾗｷﾗﾝ錠15mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 15mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 9505中止
109 FCI109 耳:FCI109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾈﾍﾞﾙｸ腸溶ｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富士化学工業 抗悪性腫瘍剤 0002中止
109 MH 601 MH601 20：MH601 20mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠20mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠20mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

109 KRM 109:20 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞﾄｰﾙ錠20 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

109 M 109:50 M109 50mg:50mg 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 091113収載
109 MI 109 耳:KEFRAMIN 裸錠 白 有 ｹﾌﾗﾐﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 丸石製薬 脂質代謝･末梢血行改善

剤
9207中止

109 糖衣錠 帯黄白 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠(2mg) ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 2mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

109 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg 日医工 免疫抑制剤 060707収載

109 NPI 109 2.5:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性Ca拮抗薬 0904ﾋｰﾄ表NPI-109削除

109 PH 109 PH109：1mg 裸錠 白 有 ｷﾞﾎﾞﾝｽﾞ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，旭化成ﾌｧｰﾏ

筋緊張緩和剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

109 SO-109 耳:SO-109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾃﾞｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ､ｳﾗｼﾙ 100mg，
224mg

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 代謝拮抗剤 0110中止 980710収載

109 AVL 109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/淡褐 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑｶﾌﾟｾﾙ5mg(旭

化成)
ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 旭化成 睡眠導入剤 01頃中止 920101商品名

変更
109 TA 109 裸錠 白 有 ｲﾉﾘﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 田辺三菱製薬 気管支拡張剤 0710社名変更(前:田辺製

薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｲﾉﾘﾝ錠)

109 TKS 109 TKS109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡橙 ﾃﾞﾅﾎﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

脳血流促進剤 9112中止

109 Tw 109 裸錠 極薄紅 有 ｶﾝﾌｧﾀﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症・解熱剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｶﾝﾌｧﾀﾆﾝ

109 M 601:2.5 M601 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

110 AC110 AC110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｾｱﾌﾟﾛｰｾﾞS-AP10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 天野製薬 消炎酵素剤 9803中止
110 AK110:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g あすか製薬-武田薬品工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
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110 AVL 110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 97ﾋｰﾄ変
更 900713収載

110 AVL 110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
110 BRISTOL 110 VS 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/卵色 ﾊﾞｰｻﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾍﾀｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9012中止
110 CG 110 EDX:CG 110 裸錠 白 有 ｴｼﾄﾞﾚｯｸｽ錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
利尿･降圧剤 9804中止 9802ﾋｰﾄ裏変

更(EDX削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

110
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
CH｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

110 糖衣錠 桃褐 無 ﾄﾗｷﾗﾝ錠50mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 50mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 9505中止
110 110:HD HD-110 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾓｼﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･三和化学研

究所，ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

脳循環･代謝改善剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾙﾓｼﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬） 0203ﾋｰﾄ変更
990709収載

110 JD-110 裸錠 橙黄 無 ﾁﾙﾊﾞｰﾝ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 血管強化･止血剤 9709中止

110 KN･110  KN･110 KN110 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾊﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 小林化工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･鎮
痛･解熱剤

0905中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞﾒ
ﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

110 KP 110 KP-110 8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｾﾛﾝ錠8mg 塩酸ｲﾝｼﾞｾﾄﾛﾝ 8mg 杏林製薬-ﾔｸﾙﾄ本社 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0810ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元合併による変更に伴い
(前：日清ｷｮｰﾘﾝ製薬)

110 KRM 110 KRM110 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢KRM｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
110 KSK 110 KSK110 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｸﾆ

ﾋﾛ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 皇漢堂製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

110 M 110:100 M110 100mg:100mg 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ﾏｲﾗ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 091113収載
110 MO 110 MO110 裸錠 微黄白 無 ｸﾞﾗﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 持田製薬 自律神経調整剤 9903ﾋｰﾄ裏記号(GDX)削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

110 軟ｶﾌﾟｾﾙ 桃赤 ｱﾙﾃﾚｰﾄ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 日本医薬品工業 高脂血症治療剤 9809中止
110 NPI 110:5 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性Ca拮抗薬 0904ﾋｰﾄ表NPI-110削除

110 OH-110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾛｽｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9703中止 900713収載
110 OH 110 OH-110 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾅｽ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
100528収載

110 PH110 裸錠 白 有 ﾐﾀﾉﾘﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 筋緊張緩解剤 97中止
110 SEARLE:110 SEARLE 110 裸錠 白 無 ｻｲﾄﾃｯｸ錠100 ﾐｿﾌﾟﾛｽﾄｰﾙ 100μ g ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 抗NSAID潰瘍剤
110 St-110 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾋﾟﾗｼﾞｰﾙ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 佐藤薬品工業 血管拡張剤 中止
110 SW 110 SW-110 60 裸錠 微淡紅 有 ｹﾝﾀﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｹﾝﾀﾝ錠) 04製
剤変更(ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ→裸
錠，割線入)

110 P･S SYT110 PRE 裸錠(長円形) 淡桃紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三恵｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三恵薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧包装（0407迄），SP→
PTPへ

110 P.S SYT110：5mg 裸錠(長円形) 淡桃紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三恵｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三恵薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0710中止 0407包装変
更，SP→PTPへ

110 TA 110 有核錠 灰白(灰褐の
斑点)

無 ｻﾞｲﾏ 田辺製薬 消化酵素製剤 0108中止 9606ﾋｰﾄSP-
>PTP，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

110 TBP110 TBP110 100mg:100mg
TBP

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｸﾛﾀﾑ ﾄﾙﾌｪﾅﾑ酸 100mg 東菱薬品工業 消炎鎮痛剤 0412中止 0104ﾋｰﾄ変更
(100mg追加等) 9702ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

110 TKS:110 TKS110 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾃｲｻﾝ｣
10mg

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

消炎酵素剤 9405中止

110 TM 110 TM110 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢TOA｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 東亜薬品-興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)
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110 TP:110 0.5mg TP-110:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾍﾟﾘｰｽ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 精神安定剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾍﾟﾘｰｽ錠)

110 TP-110 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾝﾎﾘﾝ-V6 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 竹島製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9005中止
110 TTS-110 1mg 裸錠 白 有 ﾃﾙｷﾞﾝG錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 高田製薬・ﾏﾙﾎ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾙｷﾞﾝG錠)
110 TU 110:5 TU110 5:TU110 5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢TCK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
110 Tw 110 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾗﾎﾞｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 東和薬品 骨粗鬆症治療剤

加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾌﾗﾎﾞｽﾃﾝ

110 Z 110 Z110 裸錠 白 無 ｱﾍﾞﾀﾞｲﾝ錠 塩化ｶﾙﾆﾁﾝ 100mg 日本臓器製薬 消化機能亢進剤 9412中止
110 ZE 110 ZE110 IT50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1012中止 1001沢井製薬

中止 050708収載
110 裸錠 白～黄みの

白
有 2mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
111 裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

111 Asahi ABT111 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ清心蓮子飲FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

111 CG 111 NAV:CG 111 裸錠 白 有 ﾅﾋﾞﾄﾞﾚｯｸｽ錠 ｼｸﾛﾍﾟﾝﾁｱｼﾞﾄﾞ 0.25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

利尿･降圧剤 9912中止 9711ﾋｰﾄ裏変
更(NAV削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

111 裸錠 薄紅 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 8805ｼｰﾄ
変更

111 GX 111 GX111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾞﾌﾗﾝ錠2 塩酸ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

98ﾋｰﾄ裏記号削除，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 940415収

111 KP 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 小児用ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠50mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 50mg 杏林製薬 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

111 KSK 111 KSK111 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｸ
ﾆﾋﾛ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 皇漢堂製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

111 KTB 100 KTB111 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg
｢KTB｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 寿製薬 高脂血症治療剤 101119収載

111 M 111:2.5 M111 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

091113収載

111 MED 111:0.2 0.2 MED-111 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MED｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｻﾝﾄﾞ，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

111 n 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾍﾟﾘｰﾙ錠2.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 日医工 緩下剤 0307ﾋｰﾄ変更 960705収
111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｸﾙ錠100mg ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 日本新薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

9708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

111 OH 111 OH-111 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾅｽ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

111 P-111 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ﾚﾊﾞｲﾃﾞﾝ 肝臓加水分解物 100mg 東邦新薬-日医工 肝機能改善剤 0509中止
111 R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-富山化学工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（0210頃まで） 98

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
111 R 111 R111：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散 H2受容体拮抗剤 0809中止 0210ﾋｰﾄ変更
111 R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-大正富山医薬品 H2受容体拮抗剤 0809中止 0304大正富山

医薬品販売
111 SEARLE 111 SEARLE 111 裸錠 (形状:六

角形)
白 有 ｻｲﾄﾃｯｸ錠200 ﾐｿﾌﾟﾛｽﾄｰﾙ 200μ g ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 抗NSAID潰瘍剤

111 SS 111 SS111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌｪｯﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg ｴｽｴｽ製薬 消炎･鎮痛･解熱剤 9611中止
111 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝｼｸﾗﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 参天製薬 脳･末梢血流改善剤 9602中止 9301ｺｰﾄﾞ化
111 SW-111:SW-KB 糖衣錠 緑 無 ｶｲﾎﾞｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 沢井製薬 鎮咳剤 9301中止
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111 裸錠 黄 有 ｽﾘﾀﾞﾆｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 02頃中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更

111 TG 111 TG111 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性選択H1受容体拮
抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

111 Th 111 Th111 LTC:LTC 裸錠 白 有 ﾗｲﾄｺｰﾙ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 睡眠導入剤 9808中止 9306本体ｺｰﾄﾞ
化 920710収載

111 TKS 111 TKS111 裸錠 白 無 ﾌﾛｯﾃｨ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0712中止 0607販売会社
社名変更 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品) 0002
ﾋｰﾄFT削除

111 TM 111 TM111 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾋﾞﾅｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

東亜薬品-ｲｾｲ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 0909ｱｲﾛﾑ製薬中止
060707収載

111 TU 111:10 TU111 10:TU111 10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢TCK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
111 Tw 111 Tw111 1 裸錠 白 無 ﾒﾘｽﾄﾗｰｸ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 東和薬品 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 960909承認 9707頃販売
111 Z 111 Z111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ錠4単位 ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家

兎炎症皮膚抽出液
4.0ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ
単位

日本臓器製薬 下行性疼痛抑制系賦活
型疼痛治療剤(非ｵﾋﾟｵｲ
ﾄﾞ，非ｼｸﾛｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞ阻

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ錠)

111 ZE 111 ZE111 IT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠100 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1010中止 1001沢井製薬
中止 050708収載

111 糖衣錠 微帯黄白 無 ｺﾒﾀﾐﾝ錠25 ｼｺﾁｱﾐﾝ 25mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9602中止
111 裸錠 淡黄～淡橙 有 5mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0604ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前:大日本
住友製薬)

112 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ｻﾝﾌﾗｰﾙS ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0407ﾋｰﾄ変更
0310社名変更

112 BT 112 100 BT112:BT112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
BT｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

112 CG 112 SER0.1:CG 112 SER0.1 裸錠 白 無 ｾﾙﾊﾟｼﾙ錠0.1mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 血圧降下剤 9507中止
112

200mg
裸錠 白 有 ｱﾆﾙｰﾒ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
解熱鎮痛剤 030704収載

112 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱｸﾁﾅﾐﾝ 塩化ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ 10mg 第一製薬 胃腸機能改善剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

名記載(ｶﾀｶﾅ)
112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠50mg 塩酸ﾌﾛﾛﾋﾟﾊﾟﾐﾄﾞ 50mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾌﾞﾁﾛﾌｪﾉﾝ系統合失調症

治療剤
0801ﾋｰﾄ表50mg追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠)

112 GX 112 GX112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾞﾌﾗﾝ錠4 塩酸ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ 4mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

112 10mg KN112：AMIPLIN
10mg KN112

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾐﾌﾟﾘﾝ錠(10mg) 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 小林化工 抗うつ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(1009SP包装中
止，ﾊﾞﾗ包装のみへ)
0402ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化

112 KRM 112:10 KRM112:10mg 裸錠 薄桃 有 ﾌｧﾙﾌﾟﾘﾙ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

112 K O KTB112 1mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢KO｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 寿製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載 3mg錠と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

112 LZ 05 LZ112SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 進化製薬 抗不安剤 9603中止 9304ﾋｰﾄ変更
112 LZ 1 LZ112SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 進化製薬 抗不安剤 9403中止 9304ﾋｰﾄ変更
112 M 112:5 M112 5mg:5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ﾏ

ｲﾗﾝ｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
091113収載

112 MED 112:0.3 0.3 MED-112 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢
MED｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｻﾝﾄﾞ，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

112 MSD:112 MSD112:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄赤黄 無 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

50mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

MSD 選択的DPP-4阻害剤，糖
尿病用剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 091211
収載
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112 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾐﾋﾟﾛ-N錠 日本新薬 鎮痛解熱剤 0104中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

112 NS 112 NS112:0.25mg 裸錠 白 有 ｱｽｺﾏｰﾅ錠0.25 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

睡眠導入剤 0104本体ｺｰﾄﾞ追加
920710収載

112 NZ112SV 裸錠 白 無 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠SV ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 進化製薬 催眠鎮静剤 9603中止
112 OH 112:80 OH-112 80mg:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ

ﾌｧｰﾏ
前立腺癌治療剤 091113収載

112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704

収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠） 0110ﾋｰﾄ裏商
品名記載

112 PH 112 PH112：80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚﾝｸﾞ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 非ステロイド性鎮痛・消
炎剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 040709収載

112 R 112 R112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｾﾌﾞﾃﾞｨｰﾙ錠200mg ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 龍角散 脳循環代謝改善剤 9512中止 900713収載
112 SANKYO 112 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾚﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 三共 抗不安剤 9409中止
112 SD 112 SD112：200mg 裸錠 白 有 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 昭和薬品化工 非ﾋﾟﾘﾝ系解熱･鎮痛剤 040709収載，品名変更に

伴う（前：ｶﾛﾅｰﾙ 錠）
112 SS 112 SS112 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾎﾞｰﾙSRｶﾌﾟｾﾙ37.5 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 久光製薬 持続性鎮痛･消炎剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ

り) 010907収載(商品名の
変更 前:ﾅﾎﾞｰﾙSRｶﾌﾟｾﾙ)

112 SYT112 裸錠 黄 無 ｻﾝﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 三恵薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9206中止
112 SYT 112 SYT112 裸錠 極薄紅 有 ｻﾝﾛｷｿ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 三恵薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾝﾛｷｿ錠)
112 t 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0910中止
112 TA 112 裸錠 白 無 ｽﾊﾟﾄﾆﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾞｴﾁﾙｶﾙﾊﾞﾏｼﾞ

ﾝ
50mg 田辺三菱製薬 ｼﾞｴﾁﾙｶﾙﾊﾞﾏｼﾞﾝ製剤 0710社名変更（前：田辺

製薬） 0602商品名変更
(前:ｽﾊﾟﾄﾆﾝ錠)

112 TG 112 TG112 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性選択H1受容体拮
抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

112 TKS 112 TKS112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

血圧降下剤 9506中止

112 TM 112 TM112 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
TOA｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 東亜薬品-日東ﾒﾃﾞｨｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

112 TP 112 TP-112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾓﾘｰｽ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 心臓選択性β 遮断剤 0712商品名変更(前:ﾘｽﾓ
ﾘｰｽ錠)

112 TTS 112 TTS-112 1mg 裸錠 白 無 ｱｽﾞﾄﾚﾑ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 高田製薬 持続性心身安定剤 970711収載
112 Tw 112 Tw112 2.5 裸錠 橙 有 ﾒﾄﾞｷﾛﾝ錠2.5 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ 2.5mg 東和薬品 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 970711収載
112 糖衣錠 緑 無 ﾕｰｸﾘﾀﾞﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾆｶﾒﾀｰﾄ 50mg 日研化学 損傷組織賦活剤 9404中止
112 糖衣錠 微帯黄白 無 ｺﾒﾀﾐﾝ錠50 ｼｺﾁｱﾐﾝ 50mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9507中止
112 裸錠 白～黄みの

白
有 10mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
112 裸錠 淡赤 有 ｸﾛﾙｿﾞﾝ錠 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 大興製薬 筋弛緩剤 9005中止

112.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白
不透明/白～
帯黄白不透
明

ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ112.5mg ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小野薬品工業 気管支喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0303ﾋｰﾄ変更 9612ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

112.5 PLH  PLH PLH:112.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢DK｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大興製薬-三和化学研究
所

ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

112.5 t701 112.5 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大洋薬品工業 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

112.5 Tw429  Tw429
mg:112.5 mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾄｰﾜ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 東和薬品 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載

112.5 M606  M606 M606 112.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

081107収載

112.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢日医工｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 日医工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載
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112.5 EK 05 112.5mg EK05:112.5mg 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小林化工-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

112.5 EK 05 EK05 112.5mg:112.5mg 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小林化工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲとﾋｰﾄ異なる

112.5 PLK  PLK PLK 112.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢科研｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

112.5 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ 112.5mg SW-
481

SW-481 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ｻﾜｲ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 沢井製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

090515収載

113 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾉｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 山之内製薬 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0403中止 0207ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

113 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0604ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:大日本
住友製薬)

113 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

113 CG 113 SER0.25:CG 113 SER0.25 裸錠 白 有 ｾﾙﾊﾟｼﾙ錠0.25mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 血圧降下剤 9509中止
113 裸錠 白 無 ｱﾆﾙｰﾒ錠300mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 300mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
解熱鎮痛剤 050708収載

113 糖衣錠 薄橙 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠40mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 40mg 第一三共 統合失調症治療剤 1004よりﾊﾞﾗ包装のみ
113 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ

ｾﾙ
小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9301販売

113 HD 113 HD-113 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾙﾓｻﾞｼﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0309ﾋｰﾄ変更，裏100mg
追加等 0304社名変更
（前：菱山製薬） 970711

113 JP 113 JP113 0.5mg:0.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠0.5mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 091113収載

113 KH 113 KH113 100mg：100mg 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

113 KL 113:DBB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾍﾞﾄｽB錠 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ 50mg 日本ｶﾞﾚﾝ 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9607まで) 9501社
名変更

113 KRM 113:2 KRM113 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg｢
KRM｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

100528収載

113 K O KTB113 3mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢KO｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 寿製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載 1mg錠と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

113 M 113:10 M113 10mg:10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

091113収載

113 M113 LY-30 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾓﾊﾝ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 模範薬品研究所 消炎酵素剤 9003中止
113 MED 113 MED-113 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ｵﾍﾟｱﾐﾝ錠2.5 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
血糖降下剤 0212ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載など 98ﾋｰﾄ裏記号
(MED-OA2.5)削除

113 MN 113 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日新製薬-明治製菓 睡眠障害改善剤 070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

113 MN 113 15mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日新製薬 睡眠障害改善剤 070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

113 裸錠 白 無 ﾗﾙｷﾞﾝ錠 ﾌｪﾆﾙｱｾﾁﾙｸﾞﾘｼﾝｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾄﾞ

150mg 日本新薬 鎮痛剤 9512中止

113 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

113 NN 113 50mg:NN113 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾍﾞﾄｽ錠50mg 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ 50mg 日医工 血糖降下剤 0702本体ｺｰﾄﾞ追加，商品
名変更に伴い 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ｼﾞﾍﾞﾄｽB錠)

113 OH 113 100:OH-113 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｴｰｽ錠100 ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg 大原薬品工業 非酸性消炎鎮痛剤 920710収載
113 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
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113 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704
収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠（200mg）） 0110
ﾋｰﾄ裏商品名記載

113 PHARMAR 113 PH113:100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高尿酸血症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0801迄)
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾛﾌﾟﾘ

113 PH 113 PH113:100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高尿酸血症治療剤 0801本体ｺｰﾄﾞ変更

113 糖衣錠 橙 無 ﾒｽﾁﾉﾝ｢ﾛｼｭ｣錠 臭化ﾋﾟﾘﾄﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 60mg 日本ﾛｼｭ 重症筋無力症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ（0212頃迄），ﾒｽﾁ
ﾉﾝ錠として共和薬品工業
へ承継

113 Sc 113 Sc113 COC200 裸錠 白 有 ｺｶｰﾙ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 三和化学研究所 解熱鎮痛剤 040709収載
113 SD 113 SD113 裸錠 白 無 ｶﾛﾅｰﾙ錠300 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 300mg 昭和薬品化工 鎮痛・解熱剤 030704収載
113 EPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾅﾙﾄﾞ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業･ﾃｲｺｸﾒ

ﾃﾞｨｯｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
筋緊張改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0209

ﾋｰﾄ変更 9707ﾋｰﾄ変更
9007収載

113 TA 113 裸錠 白～わずか
に灰白

無 ﾆｯﾊﾟｽｶﾙｼｳﾑ錠(0.25g) ﾊﾟﾗｱﾐﾉｻﾘﾁﾙ酸ｶﾙｼｳ
ﾑ

250mg 田辺三菱製薬 抗結核剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

113 TG 113:5 TG113 5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

113 TKS 113 TKS113 裸錠 白 有 ｶｰﾙｽﾃﾘﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

高血圧･不整脈治療剤 9703中止

113 TM 113 TM113 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
TOA｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 東亜薬品-日東ﾒﾃﾞｨｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

113 TP-113 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾌﾟﾛﾌｪﾝ25 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 竹島製薬 消炎鎮痛剤 9106中止
113 TTS 113 TTS-113 2mg 裸錠 薄橙 有 ｱｽﾞﾄﾚﾑ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 高田製薬 持続性心身安定剤 970711収載
113 Tw 113 Tw113 12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄｰﾜ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
旧品名(080620ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ
錠12.5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
970711収載

113 Tw 113 Tw113 12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾌﾟﾄｰﾜ錠

113 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾉｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 山之内製薬 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9709ﾋｰﾄ
裏変更

114 114 糖衣錠 白 無 ﾜﾗｼﾞｽ持効錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 01中止 9805ｴﾑｴﾌから承
継

114 RJ 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄 ﾚﾑﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 消炎鎮痛剤 中止
114 CG 114 HYG50:CG 114 HYG50 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢50mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 50mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
持続性利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで)

114 CG 114 HGT:CG 114 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢50mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 50mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

持続性利尿･降圧剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9804ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

114 CG 114 50mg：50mg CG114 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢50mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性利尿･降圧剤 0812中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
HGT削除等

114
80

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗﾌｧﾋﾟﾉﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 長生堂製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0809中止

114 糖衣錠 白 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠20mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 20mg 第一三共 統合失調症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

114 DM:DM114SV 糖衣錠 ｸﾘｰﾑ色 無 ﾛﾗﾝﾄｲﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 進化製薬 片頭痛治療剤 9304中止
114 HF114A8 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｹﾝﾕ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 陽進堂 解熱鎮痛消炎剤 9409中止
114 HF114B2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾛﾊﾟﾅｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 陽進堂 消炎鎮痛剤 9409中止
114 HSP 114 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾖｽﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大洋薬品工業 鎮痙剤 9003中止 薬価削除
114 IN:IN114SV25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙSV25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9504中止 9205ﾋｰﾄ変更
114 IN:IN114SV37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙSV37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9410中止
114 IP114SV 糖衣錠 白 無 ｸﾙｿﾞｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9603中止
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114 KH 114 KH114 200mg：200mg 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

114 KN114 KN114 7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝﾃｽ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 小林化工・ﾏｲﾗﾝ製薬，全
星薬品

睡眠障害改善剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

114 KRM 114:8 KRM114 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8mg｢
KRM｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

100528収載

114 KTB114 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ1mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

101119収載

114 M 114:5 M114 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

114 MA114SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾙﾒﾝﾀｰﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9603中止

114 MN 114 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日新製薬-明治製菓 睡眠障害改善剤 070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

114 MN 114 20mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日新製薬 睡眠障害改善剤 070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

114 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｻﾌﾗｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0703頃中止 03頃ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ再記載 9711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削
除，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

114 NCP 114E NCP114E：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｿﾌｧﾘﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾌｧﾘﾝ) 9701

114 NCP 114L NCP114L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾋﾟﾛｶﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 0107中止 9704ﾋｰﾄ変更

(ｶﾀｶﾅ)等
114 NCP 114N NCP114N：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚﾄﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日本ｹﾐﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･消炎剤 9609ﾋｰﾄ裏記号削除，商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)等
930827収載

114 NF 114:W NF114 裸錠 灰白 有 ﾃﾚﾊﾟｰｸ ｲｵﾊﾟﾉ酸 500mg ｱｽﾞｳｪﾙ 経口胆嚢胆管造影剤 0005中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

114 NM 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾑﾌｪﾝ-ｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 日本ﾍｷｻﾙ 消炎･鎮痛･解熱剤 0011中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

114 NPI 114A NPI-114A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾁﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日本薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0012中止 900713収載
114 NPI 114B NPI-114B 裸錠 薄紅 有 ｵｷﾐﾅｽ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｵｷﾐﾅｽ錠)
114 NPI 114H Ketoners 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾅｰｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 日本薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9211中止
114 OH 114 OH-114 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｴｰｽ錠200 ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg 大原薬品工業 非酸性消炎鎮痛剤 920710収載
114 R 114 R114 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾃﾌﾟｻ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 龍角散 脳循環代謝改善剤 9903中止 920710収載
114 RT 100 RT:RT114SV 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾐｿｰﾙ錠100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9603中止
114 RT 50 RT:RT114SV 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾐｿｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9403中止
114 SP SP:SP114SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｽｹﾞｽﾄﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9603中止
114 裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 010831中止，ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠

81mgに切り替え 9805ﾋｰ
ﾄ変更

114 TG 114:10 TG114 10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

114 TKS 114 NG:TKS114 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｸﾞﾘｰｽ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品 心臓選択性β 遮断剤 0109中止 920710収載
114 TMC114:300MG ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
橙 無 ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀ錠300mg ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加

物
300mg(ﾀﾞﾙﾅ
ﾋﾞﾙとして)

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 071130収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

114 TP-114 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｹﾌﾟﾛﾌｪﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 竹島製薬 鎮痛･抗炎症剤 9906中止
114 TTS-114 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾄﾞﾅｲﾄﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 高田製薬 抗めまい剤 9404中止
114 Tw 114 Tw114 30mg 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄｰﾜ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ｵｷｻ

ﾄｰﾜ錠)
114 TZ 114 TZ114 0.05 裸錠 白 有 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.05mg 帝国臓器製薬 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 9612

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
114 UPJOHN 114 UPJOHN 114 裸錠 白 有 ﾄﾘﾅｰｾﾞ錠250mg ﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ 250mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱ 経口血糖降下剤 0204中止 9609販売元社

名変更
114 114 錠剤 淡橙 無 小児用ｱｽﾌｧﾈｰﾄ錠 中北薬品 解熱鎮痛剤 0010中止 990709収載
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114 糖衣錠 白 無 ﾕｰｾﾙﾑ錠50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日研化学 抗痙縮剤 9405中止
114 腸溶性糖衣錠 淡類黄 無 E･A･C錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 富山化学工業-大正富山

医薬品
ｱｽﾋﾟﾘﾝ・ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸腸溶
錠

0812中止 0304ﾋｰﾄ変更

115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

115 AC115  AC115 AC115：15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｾｱﾌﾟﾛｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 天野ｴﾝｻﾞｲﾑ-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

酵素製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｱﾌﾟﾛｰｾﾞS-
AP15mg)

115 CG 115 HYG100:CG 115 HYG100 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢100mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 利尿･降圧剤 9206中止
115 HD 115 200mg HD-115:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁﾗﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾒﾁﾗﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬） 900713収載

115 KC-115  KC-115 KC-115：KC-115 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｲｿﾊﾟｰﾙ･P配合ｶﾌﾟｾﾙ dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰ
ﾙ，ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ

10mg，ﾁﾛｼﾞﾝ
5000単位

科研製薬 持続性気管支拡張･粘液
溶解剤

100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾊﾟｰﾙ･Pｶﾌﾟ
ｾﾙ)

115 KH 115 KH115 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠25mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 25mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 100924収載
115 M115:1 0 M115 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ

ﾚｯﾄ形)
白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

115 MED 115 MED-115 1.25mg 裸錠 白 有 ｵﾍﾟｱﾐﾝ錠1.25 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 経口血糖降下剤 101119収載
115 MPI 115 MPI115:2mg 裸錠 薄橙 有 ﾋﾞｶﾓｰﾙ錠 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 2mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0511迄)，承継に

伴い(沢井製薬へ) 0203
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 98ﾋｰﾄ記
号(MPI115)削除等

115 MSD 115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾌﾟﾛﾍﾟｼｱ錠1mg ﾌｨﾅｽﾃﾘﾄﾞ 1mg MSD 男性型脱毛症用薬，5α -
還元酵素監型阻害薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 薬価未
収載

115 N3 NS115：NS115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾎﾞｲﾝﾘｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

日新製薬 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄)
960705収載

115 OH 115
115

裸錠 白 有 ｸﾞｯｾﾘﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大原薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 9803中止 940708収載

115 PH115 裸錠 白 有 ﾉｲﾏｯｸｽ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 催眠鎮静剤 9706中止
115 B 裸錠 白 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，

150mg
大洋薬品工業 解熱･鎮痛･消炎剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
330mg) 本体Bはβ の様

115 TA 115 裸錠 白 有 ﾋﾞﾎﾞﾅｲﾌﾟﾚﾝ錠(100mg) ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸ｶﾙ
ｼｳﾑ

100mg 田辺製薬 抗結核剤 9203中止

115 TBP 115 TBP115 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷﾌｪﾅｯｸ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 東菱薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0107中止 990709収載
115 TKS:115 TKS115 裸錠 黄～橙黄 無 ｱﾃﾞﾘｰﾙ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
代謝性強心剤 9208中止 101119に同品

名，同成分で再収載され
ている

115 TKS 115 TKS115 5mg:5mg 裸錠 黄～橙黄 無 ｱﾃﾞﾘｰﾙ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝性強心剤 101119再収載
115 TP-115 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 竹島製薬 出血抑制･消炎酵素剤 9906中止
115 TTS 115 PST:TTS-115 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾟｽﾀﾙ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 高田製薬 骨粗鬆症治療剤 9902中止 960705収載
115 Tw 115 Tw115 2 裸錠 白 有 ｱﾊﾞﾙﾅｰﾄ錠2 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 東和薬品 低血圧治療剤 970711収載
115 Z115 裸錠(速崩錠) 淡黄赤 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ速崩錠5mg｢日本

臓器｣
ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本臓器製薬 速崩壊型 鎮痛・抗炎症

剤 1日1回型
080704収載

115 糖衣錠 白 無 ﾕｰｾﾙﾑ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日研化学 抗痙縮剤 9402中止
116 911 100mg 911:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢TSU｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 鶴原製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
116 12 BM116SV 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ12mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 進化製薬 抗めまい剤 9403中止
116 6 BM116SV 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 進化製薬 抗めまい剤 9603中止
116 CG 116 LOP20:CG 116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9712ﾋｰﾄ

裏変更(LOP20削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

116 CG 116 20mg：20mg CG116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 03頃ﾋｰﾄ変更，表LOP20
削除等

116 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

H2受容体拮抗剤 030704収載
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116 裸錠 白 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

116 DI DI116SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)
116 HF116A1 糖衣錠 類白 無 ﾀﾛﾌｧﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 陽進堂 抗めまい剤 95中止
116 KH 116 50mg KH116:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠50mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 50mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)

116 KN116 25mg 糖衣錠 白 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠「ｺﾊﾞ
ﾔｼ」25mg

塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 小林化工 精神神経用剤 旧ﾃﾞｰﾀ(1009SP包装中
止，ﾊﾞﾗ包装のみへ)
0403包装ｺｰﾄﾞ記載

116 n 116 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗｽﾉﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日医工 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾎﾟﾗｽﾉﾝ錠)
0212本体刻印追加 9002
記号追加

116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826

116 NS116 NS116 0.25 裸錠(楕円形) 白 無 ｱﾑﾈｿﾞﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日新製薬･第一三共ｴｽ 睡眠導入剤 0711ﾋｰﾄ表0.25追加
116 PH116 裸錠 淡黄 有 ﾉｲﾏｯｸｽ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 催眠鎮静剤 9704中止
116 R116 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 龍角散 解熱鎮痛消炎剤 97中止 900713収載
116 SANKYO 116:5 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共) 010907
収載(商品名の変更 前:ﾈ
ﾙﾎﾞﾝ錠)

116 裸錠 白 無 ﾒﾆｴﾄｰﾙ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大洋薬品工業 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆｴﾄｰﾙ)
0101ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9712本体，ﾋｰﾄ変更
7609収載

116 TKS 116 LI:TKS116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗｲﾀﾞﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

脳循環代謝改善剤 9903中止 920710収載

116 TP-116 糖衣錠 白 無 ｺﾞｽﾍﾟｰﾙ-F 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 竹島製薬 鎮痙剤 9504中止
116 Tw 116 Tw116 1 裸錠 白 無 ｽｶﾙﾅｰｾﾞ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東和薬品 持続性心身安定剤 970711収載
116 10:TYK116 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾋﾞｵｾﾛｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0207中止 98ﾋｰﾄ変更

(10mg追加)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

116 Z116 裸錠(速崩錠) 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ速崩錠10mg｢日
本臓器｣

ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本臓器製薬 速崩壊型 鎮痛・抗炎症
剤 1日1回型

080704収載

116 糖衣錠 類白 無 ｿﾌｧﾘｰﾄﾞ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日研化学 抗めまい剤 0104中止 9704ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

116 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾀｰ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1003ﾋｰﾄ若干変更
117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

117 BOB-25 117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9603社
名変更

117 CG 117 LOP40:CG 117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9801ﾋｰﾄ
裏変更(LOP40削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

117 CG 117 40mg：40mg CG117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 03頃ﾋｰﾄ変更，表LOP40
削除等

117 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

H2受容体拮抗剤 030704収載
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117 裸錠 橙 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

117 糖衣錠 淡黄赤 無 ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠0.25mg ｽﾋﾟﾍﾟﾛﾝ 0.25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 精神分裂病治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠)

117 裸錠 黄 無 ﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東邦新薬 代謝性強心剤 中止
117 H D:117 HD 117:HD-117 裸錠 白 有 ｶﾃﾌﾟﾁﾒｰﾄ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 菱山製薬 気管支拡張剤 0010中止 960705収載
117 KH 117 100mg KH117:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠100mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)

117 KN117 50mg 糖衣錠 緑 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠「ｺﾊﾞ
ﾔｼ」50mg

塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 小林化工 精神神経用剤 旧ﾃﾞｰﾀ(1009SP包装中
止，ﾊﾞﾗ包装のみへ)
0403包装ｺｰﾄﾞ記載

117 KP 117 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠<<ｷｮｰ
ﾘﾝ>>10mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309頃中止 97ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

117 KSK 117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢ｸﾆﾋﾛ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 皇漢堂製薬 H2受容体拮抗剤 1012発売 ﾊﾞﾗのみ
117 裸錠 淡黄褐 有 ﾃﾞｨｰﾗ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 科研製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
0208中止 0203頃ﾋｰﾄ変
更

117 LZ 05 LZ117SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 進化製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
117 LZ 1 LZ117SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 進化製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
117 M 117:5 M117 5mg:5mg 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水

和物
5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

ﾏｲﾗﾝ製薬 骨粗鬆症治療薬 100528収載

117 M117 糖衣錠 白 無 ｸﾛｺｰｹﾞﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 模範薬品研究所 精神安定剤 9008中止
117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9706

ﾋｰﾄ変更
117 MF 117 117 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0209中止 9805ｴﾑｴﾌから

承継
117 ｎ 117 裸錠 白 有 ｱｽﾀｰｼﾞｽ錠2mg 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 日医工 気管支拡張剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽ･ﾀｰｼﾞｽ錠)
0310本体刻印，ﾋｰﾄ変更

117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9710ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826

117 NF 117 NF117 裸錠 白 有 ｱﾉﾌﾟﾛﾘﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高尿酸血症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾉﾌﾟﾛﾘﾝ錠)

117 NPI 117 NPI-117 8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
NPI｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

117 NS 117 NS117 60 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿｰﾄ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日新製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿｰﾄ錠)

117 OH 117 200mg:OH-117 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾎﾟﾝ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 大原薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0003中止
117 OZ117SV 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠SV20mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 進化製薬 抗不安剤 9410中止
117 PH117：1mg 裸錠 白 有 ﾊｲﾆｭｰｽ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0710中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
117 R117:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾗﾚｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 龍角散・日医工 止瀉剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾗﾚｯﾄｶﾌﾟｾﾙ)
117 SANKYO 117:10 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共)
117 SS 117 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/桃赤 ﾛｰﾐｽ500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ｴｽｴｽ製薬 末梢性神経障害治療剤 94中止
117 SW 117 SW-117 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾅｾﾞｯﾌﾟ錠5 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
030704収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

117 TA 117 裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾘﾝｸﾞ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 田辺製薬 高血圧治療剤 9604中止
117 TG 117:50 TG117 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ﾀ

ﾅﾍﾞ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
消化管運動賦活剤 080704収載

117 TKS 117 TKS117 10mg:10mg 裸錠 黄～橙黄 有 ｱﾃﾞﾘｰﾙ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝性強心剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)
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117 250mg TP-117:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾞｯﾄﾘｰﾙ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0901中止 0712商品名変
更(前:ﾀﾞｯﾄﾘｰﾙ)

117 T w:117 Tw117 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 東和薬品・日本ｹﾐﾌｧ 狭心症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠)
0302ﾋｰﾄ変更 田辺三菱
製薬のものとﾋｰﾄ異なる

117 T w:117 Y-NIK5:Tw117 5mg 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 東和薬品-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

狭心症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 070615収載
(商品名変更に伴い，前:ﾆ
ｺﾗﾝﾏｰﾄ錠) 東和のものと
ﾋｰﾄ異なる

117 50:TYK117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱｽﾏﾘﾝ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

循環機能改善剤 9810中止

117 TZ 117 TZ117 10 裸錠 白 有 ﾏｸﾛﾋﾞﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 帝国臓器製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 0104中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

117 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾀｰ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1001ﾋｰﾄ若干変更
118 MF 118 250mg 裸錠 白 無 ﾄﾖﾈｸﾀｰﾙ錠 ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･消炎･解熱剤 0111中止 9805ｴﾑｴﾌから

承継
118 CG 118 CG 118 糖衣錠 白 無 ｶﾄﾞﾗｰﾙ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続型血管拡張降圧剤 0812中止 9805ﾋｰﾄ裏変

更(CAD5削除)
118 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg

｢CH｣
塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
抗めまい剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｶﾙﾐﾝ錠)，ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ変更

118
YMC25mg

糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬 抗めまい剤 旧品名(080620ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢CH｣)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0403承継(三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

118 糖衣錠 橙黄 無 ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠1mg ｽﾋﾟﾍﾟﾛﾝ 1mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 精神分裂病治療剤 9804ﾋｰﾄ包装のみ中止
118 裸錠 黄 無 ﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東邦新薬 代謝性強心剤 中止
118 KP 118 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠<<ｷｮｰ

ﾘﾝ>>30mg
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309頃中止 9707ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
118 KRM 118 KRM118 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

KRM｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，日本薬品工業

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

118 M118 糖衣錠 微黄 無 ｸﾛｺｰｹﾞﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 模範薬品研究所 精神安定剤 9008中止
118 NPI 118 NPI-118 OD 2.5:2.5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｹﾐ

ﾌｧ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
091113収載

118 OH-118 OH-118 37.5mg:OH-118
37.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑSRｶﾌﾟｾ
ﾙ37.5mg｢ｵｰﾊﾗ｣

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大原薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾄﾛﾝｸﾞｺｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙSR)

118 OH-118 OH-118 37.5mg:OH-118
37.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾄﾛﾝｸﾞｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙSR ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大原薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名(081219ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ
ﾅﾄﾘｳﾑSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg
「ｵｰﾊﾗ｣に変更)

118 PH118 裸錠 白 有 ｴｾｯｸﾁﾝ錠2 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗精神病剤 9705中止
118 SANKYO 118 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾙﾋﾟﾝ錠 臭化ﾒﾁﾙｵｸﾀﾄﾛﾋﾟﾝ 10mg 三共 鎮痙剤 0703中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
118 SD118 裸錠 白 無 歯科用強力ｶﾛﾅｰﾙO錠 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 昭和薬品化工 歯科用鎮痛剤 9608中止
118 TBP118 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾞﾚﾀﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東菱薬品工業 消炎鎮痛剤 中止
118 TP-118 糖衣錠 白 無 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 竹島製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9504中止
118 TSU 118 TSU118 20mg：20mg 裸錠 白(淡灰ない

し淡黄の斑
無 L-ｵｰﾈｽｹﾞﾝ錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 鶴原製薬 持効性虚血性心疾患治

療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:L-ｵｰﾈｽｹﾞﾝ

118 TTS 118 TTS-118 裸錠 白～微黄白 無 ﾀｶﾋﾟﾛﾝ錠 ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 高田製薬 解熱鎮痛消炎剤 9010中止
118 Tw 118

0.25mg
裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾛﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 東和薬品 睡眠導入剤

加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｾﾞｽﾄﾛﾐﾝ錠)

118 100:TYK118 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱｽﾏﾘﾝ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

循環機能改善剤 9810中止
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118
GaOD10mg

口腔内崩壊錠 微帯緑白～
帯緑白

無 ｶﾞｽﾀｰOD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 山之内製薬 H2受容体拮抗剤 0007中止  970627収載

118 糖衣錠 白 無 ﾄﾁﾉｰﾙ錠20 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 20mg 大興製薬 腫脹治療剤 9003中止
119 CG 119 10mg:10mg CG119 糖衣錠 淡黄 無 ｶﾄﾞﾗｰﾙ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続型血管拡張降圧剤 0812中止 03頃ﾋｰﾄ変更，

表CAD10削除 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CAD10削除)

119 裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ

119 D119 裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 1006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

119 糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9702ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

119 KN 119 KN119 50mg 裸錠 微黄白 無 ｺﾊﾞﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 小林化工 自律神経調整剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾝﾀﾞｷｼﾝ錠)

119 25 KRM119 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢杏林｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

119 M119 糖衣錠 黄 無 ｸﾛｺｰｹﾞﾝ錠100mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 100mg 模範薬品研究所 精神安定剤 9008中止
119 M 611:80 M611 80mg:M611 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ

ｵ，杏林製薬
前立腺癌治療剤 090515収載

119 MF119SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉﾁﾅｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 進化製薬 脳代謝改善剤 9603中止
119 NPI 119:5 NPI-119 OD 5:5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｹﾐ

ﾌｧ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
091113収載

119 PH 119:6 PH119 6mg：6mg 裸錠 白 有 ﾐﾀﾎﾟｯﾌﾟ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ めまい・平衡障害治療剤 0912中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾐﾀ
ﾎﾟｯﾌﾟ6)

119 R 119 R119 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾐﾔ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 龍角散 β 遮断剤 9512中止 920710収載
119 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
119 TA 119 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾈﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾌﾟﾛﾘｼﾞﾝ 1mg 田辺製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0505迄)，佐藤製

薬へ承継(承継後のｺｰﾄﾞ
はS12)

119 TG 119 TG119 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

119 100:TP-119 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚｯﾀｰ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 循環機能改善剤 0612中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

119 Tw 119 Tw119 1 裸錠 淡黄 有 ﾁﾛﾙﾋﾞｯﾄ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 東和薬品 筋緊張緩和剤 980710収載
119 TYK119 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｾﾞﾗｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大正薬品工業 血管代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
119 TZ 119 TZ119 裸錠 白 無 ﾙﾃｼﾞｵﾝ配合錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ，ﾒｽﾄﾗ

ﾉｰﾙ
2mg，0.05mg あすか製薬-武田薬品工

業
黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ混合製
剤(内服用)

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾃｼﾞｵﾝ錠)

119
GaOD20mg

口腔内崩壊錠 微帯緑白～
帯緑白

無 ｶﾞｽﾀｰOD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 山之内製薬 H2受容体拮抗剤 0007中止 970627収載

119 裸錠 白 無 ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大興製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 91中止
120 120 裸錠 白～微黄 有 ｲﾉﾁﾈｰﾄ錠 ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 日本医薬品工業 末梢血行障害治療剤 9106中止
120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～微帯黄
白

有 ｾﾛｹﾝL錠120mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 徐放性高血圧治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾛｹﾝL錠)，
ﾋｰﾄ裏記号(120)追加

120 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ120mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
120 CG 121 120mg：120mg CG１２１ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
淡黄 有 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSR錠120mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性降圧剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSR
120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢

CH｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

120 糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠80mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

120 HC120 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/緑透明 ｴﾁﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 北陸製薬 消化酵素製剤 99中止 9611ﾋｰﾄ変更
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120 JD-120 裸錠 褐 無 ｾﾁﾛ配合錠 ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬･田辺三菱
製薬，東和薬品

緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾛ)

120 KH 120 KH120 50μ g 裸錠(長方形) 薄黄 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠50μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

1104ｺｰﾄﾞ変更

120 S:S KKC120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲｸﾗﾎﾟﾛﾝS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 海外製薬 循環障害改善剤 9907中止
120 K N:120 KN120 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾊﾟｰｷｽﾄﾝ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，

10mg(無水物
として)

小林化工 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｰｷｽﾄﾝ錠
100mg)

120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 興和新薬 代謝性賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9704ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308本体ｺｰﾄﾞ両面→片
面 0212ﾋｰﾄ変更（裏A・20
削除等）

120 KRM 120 KRM120 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢杏林｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

120 MED 120:0.2 MED-120 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢MED｣に変更)
050708収載

120 MED 120:0.2 MED-120 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢MED｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠
0.2mg)

120 MPI 120 MPI120:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾗﾄﾞｰﾙ錠50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0204ﾋｰﾄ表
MP1120追加等

120 NP 120 5mg NP-120:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
NP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

120 NPI 120 NPI-120 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
120 PH 120:12 PH120 12mg：12mg 裸錠 白 有 ﾐﾀﾎﾟｯﾌﾟ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ めまい・平衡障害治療剤 0912中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ﾐﾀ
ﾎﾟｯﾌﾟ12)

120 R120 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾋﾟﾘﾎﾟｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 龍角散 消炎鎮痛剤 9712中止 900713収載
120 SD 120 SD120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｵｰﾙE錠50 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 昭和薬品化工 筋緊張･循環改善剤 9808中止 940708収載
120 SW 120 SW-120 4:4mg 裸錠 白 無 ﾌﾙﾍﾟﾝA 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 沢井製薬 気道粘液溶解剤 旧品名(0606迄)，商品名

変更に伴い(新:ﾌﾙﾍﾟﾝ錠
4mg)

120 SW 120 SW-120 4:4mg 裸錠 白 無 ﾌﾙﾍﾟﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 沢井製薬 気道粘液溶解剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙﾍﾟﾝA)

120 TA 120 裸錠 白 無 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 田辺三菱製薬 Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ

120 TA M120
PGUARD:120mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青～青 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠120mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

120 TG 120 TG120 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

120 TP 120 200：TP-120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾑｲｻﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ H2受容体拮抗剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

120 E 19 TSU120 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾘﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 筋緊張改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾍﾟﾘﾅｰﾙ錠)

120 Tw 120 Tw120 25:25 裸錠 白 有 ﾎﾒﾗｰﾄ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 東和薬品 持続性ACE阻害降圧剤 0701中止 990709収載
120 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞｽﾀｰD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1009ﾋｰﾄ若干変更 0504

社名変更(合併)
121 耳:SUN-F200 裸錠 白 無 ｻﾝﾌﾗｰﾙ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成工業 抗悪性腫瘍剤 9912中止
121 CG 121 LOP SR:CG 121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
淡黄 有 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSR錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
徐放性降圧剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9801ﾋｰﾄ

裏変更(LOP SR削除)，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

121 CG 121 120mg：120mg CG１２１ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 有 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSR錠120mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性降圧剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSR
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121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
CH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

121 E121 裸錠 白 有 ﾌﾐﾄﾞ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 東邦新薬 利尿降圧剤 中止
121 T A HML 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 9411本

体刻印
121 KH 121 KH121 250μ g 裸錠(長方形) 薄緑 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠250μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ

ﾘﾄﾞとして)
協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ

ｷﾝｿﾝ病治療剤
1103ｺｰﾄﾞ変更

121 KN 121 KN121 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｵｶﾞﾑ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 小林化工 鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｵｶﾞﾑ錠)

121 KRM 121 KRM121 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢杏林｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

121 KW121 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｮﾜｶﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 共和薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 03～04頃中止 900713収
載

121 MED 121:0.3 MED-121 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢MED｣に変更)
050708収載

121 MED 121:0.3 MED-121 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢MED｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠
0.3mg)

121 MKC 121:50 50mg:50mg 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠50mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧本体ｺｰﾄﾞ(1005迄)
0711本体小型化

121 MPI 121 MPI121:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾗﾄﾞｰﾙ錠100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表
MPI121追加等

121 NF 121 NF121 裸錠 白 有 ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝ錠)

121 NP 121:20 NP-121 20mg 裸錠 淡黄 有 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠20mg｢NP｣ ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

060707収載

121 NPI 121 NPI 121:NPI 121 1 mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

121 NS 121 NS121：1mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾃﾙｻﾞﾆﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日新製薬 筋緊張緩和剤 0301本体刻印追加
970711収載

121 12 OH-121 裸錠 白 無 ﾋｽﾀﾁﾝ錠12 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大原薬品工業 鎮暈剤 9511中止
121 PH121 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠｢ﾐﾀ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗不安剤 97中止
121 R121 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾗﾆｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 龍角散 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9512中止 900713収載
121 ﾁｵﾗ 100 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改

善剤
旧ﾋｰﾄ(0310迄) 9809本体
変更

121 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧本体(9809まで) 9704
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

121 t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠
10mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠)

121 t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(080620ﾎﾓｸﾛﾙｼｸ
ﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣に変更)

121 TA 121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾅ錠 塩酸ﾏｻﾞﾁｺｰﾙ 4mg 田辺製薬 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群
治療剤

9605中止

121 TA 121 Y-PE4:TA121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾅ錠4mg 塩酸ﾏｻﾞﾁｺｰﾙ 4mg 田辺三菱製薬 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群
治療剤

0710社名変更（前：製造
販売；田辺製薬，販売；三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾍﾟﾝﾄﾅ錠)

121 TBP121 4mg：TBP121 裸錠 白 有 ﾛｷｼｰﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 東菱薬品工業-日医工 中枢･末梢性筋緊張緩解
剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｼｰﾝ錠)
0509SP包装からPTP包
装へ

121 TG 121 TG121 8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載
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121 TKS121 糖衣錠 橙赤 無 ﾁﾉｰﾙ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

冠血管拡張剤 9404中止

121 20:TP-121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 褐 無 ﾎﾟﾙﾄｽ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 肝機能改善剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

121 TTS 121 TTS-121 裸錠 白 有 ﾀﾞｸﾞﾌｧｲﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 高田製薬 解熱鎮痛消炎剤 9404中止
121 Tw 121 Tw121 10:10 裸錠 白 有 ﾒﾄﾛｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 東和薬品 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載

121 FP 100 100:TYK121 100 裸錠 白 有 ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠100mg｢TYK｣ ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠

121 FP 100 100:TYK121 100 裸錠 白 有 ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大正薬品工業 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾃｵﾘﾌｨﾝ錠
100mg｢TYK｣に変更)

121 Z 121 Z121 糖衣錠 白 無 ｵﾙﾀｰｾﾞN 日本臓器製薬 複合消化酵素剤 9412中止
121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0303ﾋｰﾄ変更，裏ｺｰﾄﾞ削
除等 9804本体，ﾋｰﾄ変
更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

121 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 940527
収載

121 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 9807ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

121 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞｽﾀｰD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1007ﾋｰﾄ若干変更 0504
社名変更(合併)

121 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾒｰﾄ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 9005中止
122 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾄﾝ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0801中止 0310社名変更
122 CG 122 CIB2.5:CG 122 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠2.5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CIB2.5削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

122 CG 122 2.5mg：2.5mg CG122 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠2.5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

03頃ﾋｰﾄ変更，表CIB2.5
削除等

122 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

旧品名(101119ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄ
ﾝ錠25mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠)

122 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

101119収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠
25mg)，ﾋｰﾄ若干変更

122 CZ CZ122SV 裸錠 白 無 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ錠SV ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 進化製薬 筋弛緩剤 9603中止 9104製造販売
122 E122 裸錠 白 有 ｳﾛﾀﾞｲﾅ錠2 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 東邦新薬 降圧利尿剤 中止
122 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 0510製

造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬) 0504社名変更(合

122 裸錠 白 無 ﾛﾊﾞｷｼﾝ錠 ﾒﾄｶﾙﾊﾞﾓｰﾙ 250mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 骨格筋痙攣弛緩剤 9310中止
122 KRM 122 KRM122 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢杏林｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

122 KW122 糖衣錠 緑 無 ｺﾌｺﾃﾞ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 共和薬品工業 非麻薬性鎮咳剤 9205中止
122 M122 AKC-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾓﾊﾝ｣ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 模範薬品研究所 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9011中止
122 MH 122 MH122 50mg:MH122 50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢ﾏｲﾗ

ﾝ｣
ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 090515収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾛｽﾒﾙｸ錠50)
122 MH 122 MH122 50mg:MH122 50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾒﾙｸ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 旧品名(090515ｼﾛｽﾀｿﾞｰ

ﾙ錠50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

122 MKC 122:100 100mg:100mg 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠100mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧本体ｺｰﾄﾞ(1005迄)
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ），本体小型
化，割線有→無へ

122 MPI 122 MP1122:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾗﾄﾞｰﾙ錠200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0205ﾋｰﾄ変更(表
MPI122追加等)
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122 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
122 ｎ 122 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾘｾﾞﾘﾝ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日医工 消化管運動改善剤 101119収載
122 NCP 122A NCP122A：200 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾝﾄｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日本ｹﾐﾌｧ 有痛性痙縮治療剤 0806中止 9701ﾋｰﾄ変更

122 NF 122 NF122 裸錠 白 有 ﾜｲﾃﾝｽ錠2mg 酢酸ｸﾞｱﾅﾍﾞﾝｽﾞ 2mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高血圧症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜｲﾃﾝｽ錠)

122 NO 12 裸錠 白 無 ﾅｵｷｼｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 帝三製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 0112中止
122 NP 122:1 NP-122 1mg:1mg 裸錠 白 無 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠1mg｢ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 090515収載
122 NPI-122 CARBAZEM 裸錠 白 無 ｶﾙﾊﾞｾﾞﾑ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 日本薬品工業 筋緊張性疼痛疾患治療 9507中止
122 NPI 122 NPI 122:NPI 122 3 mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

122 OH 221：5 OH-221 5mg：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg
「OHARA」

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大原薬品工業・高田製
薬，持田製薬

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0609日医工中止 0412本
体刻印追加

122 OH 122 OH-122 60:60mg 裸錠 極薄紅 有 ﾛﾌﾞ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 大原薬品工業･旭化成
ﾌｧｰﾏ

鎮痛･抗炎症･解熱剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾌﾞ錠) 0809
ﾋｰﾄ若干変更

122 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
122 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

122 PH122 裸錠 白 有 ﾄｰｷｾﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 消炎鎮痛剤 0108中止
122 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠50 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 50mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改

善剤
9805中止 9301変更

122 SW-122:SW-ETM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾀﾒｰﾄ 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 沢井製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 9301中止
122 B T 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0406

頃ﾋｰﾄ変更(表0.25mg削
除等) 0201ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

122 TA 122 裸錠 白 有 ﾓﾉｶﾐﾝ錠 塩化ｶﾙﾆﾁﾝ 100mg 田辺製薬 消化機能亢進剤 9604中止 9404SP->瓶入
りに変更

122 TBP122 2mg 裸錠 白 無 ﾛｷｼｰﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 2mg 東菱薬品工業 中枢･末梢性筋緊張緩解
剤

9705中止

122 TG 122 TG122 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性Ca拮抗薬 080704収載

122 Tw 122 Tw122 200mg:200mg 裸錠 白 有 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 東和薬品 気管支拡張剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠
200)

122 FP 200 200:TYK122 200 裸錠 白 有 ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠200mg｢TYK｣ ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠

122 FP 200 200:TYK122 200 裸錠 白 有 ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大正薬品工業 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠
200mg｢TYK｣に変更)

122 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0304ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ）

122 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9610まで) 940527
収載

122 裸錠 白 有 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 0101割線入 9807ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

123 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾄﾝ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0801中止 0406SP包装裏
変更 0310社名変更

123 CG 123 CIB5:CG 123 裸錠 白 有 ﾁﾊﾞｾﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CIB5削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9510割線

123 CG 123 5mg：5mg CG123 裸錠 白 有 ﾁﾊﾞｾﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

03頃ﾋｰﾄ変更，表CIB5削
除等

123 糖衣錠 白 無 ｺﾘｵﾊﾟﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 0205ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

123 KN 123 0.5mg:KN123 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｿﾞﾗﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 小林化工 精神安定剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾁｿﾞﾗﾝ錠)
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123 KP 123 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｸﾁﾗﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 杏林製薬 鎮痙･流早産防止剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｸﾁﾗﾝ錠)

123 KRM 123 KRM123 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢杏林｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

123 MH 123 MH123 100mg:MH123
100

裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾛｽﾒﾙｸ錠

123 MH 123 MH123 100mg:MH123
100

裸錠 白 無 ｼﾛｽﾒﾙｸ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 旧品名(090515ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

123 MPI 123 MPI123:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾐﾗﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤，視床
下部作用性抗潰瘍剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾗﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0707社名変更(前:日
本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

123 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 50mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
123 S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(正八

角形)
白 無 ｽﾊﾟｽﾄﾝ錠 臭化ｼﾞﾎﾟﾆｳﾑ 15mg 日本ｹﾐﾌｧ 痙攣性疼痛緩解剤 9305中止

123 NP 123 200mg NP-123 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 鎮痛・解熱剤 050708収載
123 NPI123 3.0:3.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ Ca･骨代謝改善 1α -

OH-D3製剤
101119収載

123 NPI 123 NPI-123 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾞｽﾁﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 日本薬品工業 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0703中止
123 OI123SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾆｱﾓｰﾙ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 進化製薬 自律神経剤 9603中止 9212変更
123 裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
123 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

123 PH123 裸錠 白 有 ｴｾｯｸﾁﾝ錠1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗精神病剤 9706中止
123 ROCHE 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ/赤橙 ﾉﾌﾞﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9502中止
123 SC123-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽｺﾋﾟﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0010中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
123 SW 123 SW-123 500:500 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｻﾜﾃﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 沢井製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
100528収載

123 ALP 裸錠 白 無 ｱｿﾞﾘﾀﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

123 TA 123 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾎﾞﾅ錠50mg ﾍﾟﾝﾄﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙｶﾙｼｳﾑ 50mg 田辺三菱製薬 催眠･鎮静剤 0710社名変更(前:田辺製
薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ﾗﾎﾞﾅ錠)

123 TG 123 TG123 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性Ca拮抗薬 080704収載

123 Th 123 Th123 MAP10:MAP10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 四環系抗うつ剤 9808中止 940708収載
123 TI25:TKS123 糖衣錠 橙赤 無 ﾁﾉｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
冠血管拡張･抗血小板剤 9601中止

123 TP 123 40mg TP-123:40mg 裸錠 白 有 ﾏｵﾘｰﾄﾞ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ 利尿降圧剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
123 TP123SV 裸錠 白 無 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ錠SV 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 進化製薬 平滑筋鎮痙剤 9406中止
123 Tw 123 Tw123 400mg:400mg 裸錠 白 有 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠400mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 東和薬品 気管支拡張剤 0806商品名変更(前:ﾃｵﾌ

ﾙﾏｰﾄL錠400)
123 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～微帯黄
白

有 ｾﾛｹﾝL錠120mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 徐放性高血圧治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾛｹﾝL錠)，
ﾋｰﾄ裏記号(120)追加

123 CF 裸錠 白 無 ｺﾘﾝﾎｰﾙ錠2.5mg 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ 2.5mg 田辺三菱製薬 ﾁｵｷｻﾝﾃﾝ系薬剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘﾝﾎｰﾙ錠)

123 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 高血圧･頻脈用剤 00中止 99ﾋｰﾄ変更，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

123 裸錠 白 無 ﾁﾞｳﾄﾛﾝ錠50 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 大興製薬 降圧利尿剤 91中止
124 BV124SV 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾘﾄﾞﾐﾝ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 進化製薬 鎮痙剤 9603中止
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124 CG 124 CIB10:CG 124 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9710ﾋｰﾄ
裏変更(CIB10削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

124 CG 124 10mg：10mg CG124 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

03頃ﾋｰﾄ変更，表CIB10
削除等

124 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ･藤沢薬品工
業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9711製
造元変更 910315収載

124 裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ型) 白 有 ﾄﾞｽﾊﾟﾝ錠 ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 筋弛緩･鎮痛剤 9310中止
124 HF124A2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾛﾊﾟﾉﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 陽進堂 鎮痙剤 9503中止
124 KRM 124 KRM124 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢杏

林｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

124 M124 M124 ON-500 裸錠 灰褐 有 ｵｷｿﾗﾆｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 模範薬品研究所 合成抗菌剤 9003中止
124 MS124SV 糖衣錠 白 無 ﾚｸﾗﾀﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ

ﾐﾝ
1mg 進化製薬 鎮痙･鎮痛剤 9603中止 9209ﾋｰﾄ変更

124 NCP 124B NCP124B：100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾉﾊﾟﾄｰﾙ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 中枢性筋弛緩剤 0803中止 9708ﾋｰﾄ変更

124 NPI 124 NPI-124 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾋﾞｽﾄ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日本薬品工業 筋緊張･循環改善剤 9812中止 920710収載
124 NPI 124A NPI-124A:1 裸錠 白～淡黄白 有 ﾓﾄﾅﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 筋緊張緩和剤 0204ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 970711収載
124 NS 14 NS124:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日新製薬 鎮痙剤 旧品名(090925ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠

10mgに変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
124 PB:PB124SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｽﾀﾌﾞﾘﾝ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 第一薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 中止 9602承継 ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
124 PH 124 PH124 7.5:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾞﾊﾟﾘｰﾙ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 睡眠障害改善剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ) 980710収載
124 R 124 R124 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｾﾞﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 龍角散 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0102中止 900713収載

124 RJ 124-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽｼﾞｳﾑｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日本ﾍｷｻﾙ 鎮痙･鎮痛剤 0402中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

124 ROCHE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/赤橙 ﾉﾌﾞﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9503中止
124 SS 124 SS124 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾆｽｷｬｯﾌﾟ dl-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐ

ﾝ
8mg ｴｽｴｽ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0209中止 9709本体，ﾋｰﾄ

変更 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

124 TA 124 裸錠 白 無 ﾅｲｷｻﾝ錠100mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮痛・抗炎症剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

124 Th 124 Th124 MAP25:MAP25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾏﾌﾟﾚｽ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 四環系抗うつ剤 9808中止 940708収載
124 TH124SV 糖衣錠 白 無 ﾄﾉｻﾙｼﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 進化製薬 抗痙縮剤 9304中止
124 TH124SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉｻﾙｼﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 進化製薬 抗痙縮剤 9408中止
124 TKS 124 TKS124 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄

黄褐
ﾋｽﾀﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
不整脈治療剤 9703中止 940708収載

124 TP-124 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 竹島製薬 降圧剤 9504中止
124 TTS-124 TTS-124 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽﾎﾟｰﾗｶﾌﾟｾﾙ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 高田製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1009中止 980710収載
124 Tw 124 Tw124 5mg：5 5mg 裸錠 薄桃 有 ｶﾙﾈｰﾄ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｶﾙﾈｰﾄ錠5）
124 裸錠 白 無 ﾉﾙﾁｺﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 3mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 過敏性大腸炎治療剤 9106中止
124 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に

伴い(新：高田製薬)
124 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に

伴い(新：高田製薬)
124 裸錠 白 有 ﾁﾞｳﾄﾛﾝ錠100 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 100mg 大興製薬 降圧利尿剤 91中止
125 NMB 135 NMB135:NMB135 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
125 NMB 135 NMB135：125 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0812販売元変更(前:万有

製薬) 0602ﾋｰﾄﾞ変更
125 NK 7205 125mg:NK7205 125mg 裸錠 淡黄 無 ｵﾀﾞｲﾝ錠125mg ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg 日本化薬 前立腺癌治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｵﾀﾞｲﾝ錠)
0702ﾋｰﾄ若干変更(表
NK7205削除等)

125 C-61A C-61A：125 裸錠 白 有 ｸﾞｾﾙﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 中外製薬 白癬治療剤 0502中止
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125 KH 701 KH701 125mg：125mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾃﾞｱｰｾﾞ錠125 ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 125mg 協和発酵工業 経口血糖降下剤 0803中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ｸﾞﾙ
ﾃﾞｱｰｾﾞ錠)

125 SW 174 SW-174 125mg：125mg 裸錠 白 無 ｺﾘｸｰﾙ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 沢井製薬 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｸｰﾙ) 0410
錠剤形状変更 0304ﾋｰﾄ
変更 00本体変更

125 TSU 292 TSU292 125mg:125mg 裸錠 白 無 ｽｰﾙｷｯﾄ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 鶴原製薬 筋緊張性疼痛性疾患治
療剤

1011本体ｺｰﾄﾞ追加

125 TM 111 TM111 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾋﾞﾅｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

東亜薬品-ｲｾｲ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 0909ｱｲﾛﾑ製薬中止
060707収載

125 DK 418 DK418 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞｰ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ﾀﾞｲﾄ-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，持田製
薬

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 0704販売会社社名変更
(前:科薬) 060707収載

125 NPI:629 A NPI-629A 125 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 MK 17 MK17 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125｢MEEK｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

小林化工･明治製菓 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載 小林化工と
明治製菓でﾋｰﾄ異なる

125 TU 603 Tu603 125mg:Tu603
125mg

裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125｢TCK｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

辰巳化学-科研製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢CH｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 FJ 22 FJ22:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢F｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 NP 153:125 NP-153 125mg:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢NP｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 ｔ 603 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

大洋薬品工業 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 TG 133 TG133 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 080704収載

125 M 035 M035 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 080201収載(商品名変
更，前:ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠
125mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

125 n 027 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾌｨﾅﾋﾞﾝ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

日医工 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 NMB:674 NMB674 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

桃 無 ﾄﾞﾛﾋﾞｯﾄﾞ錠125 ｼﾞﾌﾙﾆｻﾙ 125mg 万有製薬 鎮痛消炎剤 0201中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

125 n r TTS-660 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

高田製薬･ﾏﾙﾎ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 KN 414 KN414 裸錠 淡黄 無 ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠125｢KN｣ ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg 小林化工 前立腺癌治療剤 020705収載
125 MH 271 MH271:MH271 125mg 裸錠 淡黄 無 ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠125m｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg ﾏｲﾗﾝ製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺癌治療剤 090515収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾙﾀﾒﾙｸ錠
125 MH 271 MH271:MH271 125mg 裸錠 淡黄 無 ﾌﾙﾀﾒﾙｸ錠125 ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺癌治療剤 旧品名(090515ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠

125mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

125 裸錠 白 有 ﾎﾟﾝｼﾙFP錠125mg ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 武田薬品工業 内服用皮膚糸状菌症治
療剤

0812中止 010907収載(商
品名変更 前:ﾎﾟﾝｼﾙFP)，
ﾋｰﾄ変更(125追)

125 L P LP 裸錠 白～淡黄白 有 ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 0206ﾋｰﾄ変更

125 TH 7 TH7 125mg:TH7 裸錠 白～淡黄白 有 ﾘﾌﾟﾉｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

東菱薬品工業-三笠製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠125mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 第一三共 不整脈治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 97ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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125 糖衣錠 赤 無 ｱﾄﾗﾝﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 同仁医薬化工 冠血管拡張剤 中止
125 AZ 125：2.5 AZ125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ Ca拮抗剤 0303本体ｺｰﾄﾞ，製造元変

更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

125 PT B12 PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9509ﾋｰﾄ
裏商品名記載

125 PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

125 BRISTOL 221 BC 125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌﾞﾘｾﾌｶﾌﾟｾﾙ125 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

125mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9712中止

125 BMS 125mg 6671 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽECｶﾌﾟｾﾙ125 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 125mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010309収載
125 CG 125 SPD2.5:CG 125 SPD2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｷｯｾｲ薬

品工業
Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 950317

収載
125 CG 125 CG125:CG 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾄﾗｾﾞ

ﾈｶ
Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ（0303迄） 9804ﾋｰ

ﾄ変更，表商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 125mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
125 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

125 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

125 DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣
0.125mg

ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

125 DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
125 E 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠125mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg ｻﾝﾄﾞ 結核化学療法剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

125 裸錠 白 無 ﾌﾙﾋﾞｽﾀﾁﾝUF錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 塩野義製薬 抗真菌性抗生物質 0104中止 9708ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

125 GLAXO G125 G125:Glaxo G125 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 日本ｸﾞﾗｸｿ 皮膚糸状菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)
125 Sc 670 Sc670 GRI125:125mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝSG錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 三和化学研究所 抗真菌性抗生物質 0812中止 0509本体ｺｰﾄﾞ

刻印
125 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで) SP-

>PTP
125 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 0106中止 9704ﾋｰﾄ裏変

更(GSFP125削除)
125 KC-125 KC-125 KC-125 7.5mg:7.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿﾒﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ7.5mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 7.5mg 科研製薬 抗めまい剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｿﾒﾆｰﾙ)
0202ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ変
更(CIM削除)

125 KH806 KH806 125mg：125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 協和発酵ｷﾘﾝ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾ

125 KRM 125 KRM125 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢杏
林｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

125 KWP 34 KWP-34 125 裸錠 白 無 ﾄﾗｰﾑ ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 筋弛緩剤 9206中止
125 M 125 M125 12.5mg:M125

12.5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
101119収載

125 METHYLDOPA125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｻｲﾌﾟﾚｽL錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg 全星薬品工業 血圧降下剤 9908中止
125 MG 125 MG 125 裸錠 白 有 ﾏｰｸﾞﾚｲﾄﾞ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口血糖降下剤 101119収載
125 糖衣錠 白 無 ﾒﾃｸﾘﾝ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日清製薬 子宮収縮止血剤 9507中止
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125 NP 125 NP-125 2mg 裸錠 白 有 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ錠2mg
｢NP｣

塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0507発売

125 NPI 125:0.1 NPI125 OD0.1:0.1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

125 NVR:J 125 125mg:NVR J 125 125mg 裸錠 白～微黄白 無 ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠125mg ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 125mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鉄ｷﾚｰﾄ剤 080613収載
125 OH 125 OH-125:OH-125 裸錠 白 有 ﾄﾛﾉｰﾑ配合錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ

ﾄﾘｳﾑ
231.5mg，
195mg

大原薬品工業 ｱﾙｶﾘ化療法剤-酸性尿・
ｱｼﾄﾞｰｼｽ改善-

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾛﾉｰﾑ錠)

125 PH 125 PH125 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾞﾊﾟﾘｰﾙ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 睡眠障害改善剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 980710収載

125 Sc 206 Sc206 PRC-T125：125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠125mg ﾆｾﾘﾄﾛｰﾙ 125mg 三和化学研究所 脂質代謝･末梢循環改善
剤

0207ﾋｰﾄ変更(Sc206裏か
ら表へ)

125 R 125 R125:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟｿ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｲｾｲ 筋緊張･循環改善剤 0209承継（前：龍角散よ
り） 900713収載

125 R 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟｿ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 龍角散-杏林製薬 筋緊張･循環改善剤 0105中止 9810販売 ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

125 SANKYO 125:1 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠1 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更，裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）など

125 125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0612中止 0504社名変更
(合併)

125 SS125 裸錠 白 無 ﾓﾅｰｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｴｽｴｽ製薬 高尿酸血症治療剤 0209頃中止 9802ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ化 裏商品名記載(ｶﾀｶ

125 SW 125 SW-125 4 裸錠 白 有 ﾍﾞﾍﾞﾛﾝ 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 4mg 沢井製薬 気管支拡張剤 0109中止 00本体刻印，
ﾋｰﾄ変更(4追加)裏商品
名記載

125 T 135
125mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠125mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠)

125 T 735
125mg

裸錠 白 無 ﾘﾝﾗｷｻｰ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 大正製薬-大正富山医薬
品

筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾗｷｻｰ錠)

125 TA 125:60 裸錠 白 無 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 田辺三菱製薬 Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 0211ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)，記号表→裏

125 IW 01 TB 125mg:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾋﾞｰﾅ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

岩城製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 KC 12 KC12 125mg：125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾌﾞﾄｰﾙ125mg錠 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg 科研製薬 結核化学療法剤 9709ﾋｰﾄ変更(TEB125削
除)

125 TER 125 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ｻﾝﾄﾞ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

125 TKS 125 TKS125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾋｽﾀﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

不整脈治療剤 9703中止 940708収載

125 TMC125:100 錠剤(楕円形) 白～微黄白 無 ｲﾝﾃﾚﾝｽ錠100mg ｴﾄﾗﾋﾞﾘﾝ 100mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090116収載 ﾊﾞﾗのみ
125 Tw 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾋﾞﾗｽ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬-東和薬品 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載 以前ﾒｸﾄが

販売していたﾋﾞﾗｽ錠(酪
酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ)とは成分が

125 TP 125 GA25:TP-125 裸錠 白 有 ｶﾞﾀﾝﾌﾟﾙ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 竹島製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで) 900713
収載

125 TP 125 TP-125 25mg:25mg 裸錠 白 有 ｶﾞﾀﾝﾌﾟﾙ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg(無水物
として)

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・三笠製薬，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

胃炎･消化性潰瘍治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞﾀﾝﾌﾟﾙ錠)

125 TTS-125 TTS-125 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽﾎﾟｰﾗｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 高田製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1009中止 980710収載
125 Tw 125 Tw125 50:50 裸錠 白 無 ｱｲﾀﾝﾄ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 東和薬品 抗血小板剤 000707収載
125 Tw.TAPC125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾌﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9006中止

125 TZ 125 TZ125:TZ125 糖衣錠 白 無 ﾅｰｾｯﾄ配合錠 大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｰｾｯﾄ錠)，
ﾋｰﾄ若干変更

125 UN-125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾆﾊﾟｲﾘﾝ錠125 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 8905中止
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125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾚﾊﾞﾛﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg 塩野義製薬 高血圧治療剤 9008中止
125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾚﾊﾞﾛﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg 塩野義製薬 高血圧治療剤 9008中止
125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白

～黄白
ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 125mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変

更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)
125 糖衣錠 赤褐 無 ﾄｺｶﾙ錠 ｺﾊｸ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙｶﾙｼｳ 100mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 89中止
126 126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9407本体刻印
126 AZ 126：5 AZ126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾄﾗｾﾞ

ﾈｶ
Ca拮抗剤 0302製造元，ｺｰﾄﾞ変更，

ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
126 CG 126 SPD5:CG 126 SPD5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｷｯｾｲ薬

品工業
Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 950317

収載
126 CG 126 CG126:CG 126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾄﾗｾﾞ

ﾈｶ
Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ（0302迄） 9804ﾋｰ

ﾄ変更，表商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

126 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共 抗精神病剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 田辺三
菱製薬とﾋｰﾄ異なる

126 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

126 COMETA FPF-126 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ｺﾒﾀｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 藤本製薬 末梢性神経障害治療剤 9101中止
126 KN 126 KN126 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ｺﾊﾞｺﾁﾙ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 小林化工 持続性消炎･鎮痛剤 0002中止 960705収載
126 KRM 126 KRM126 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢杏林｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
126 KW126 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠500｢ｱﾒﾙ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 共和薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9205中止
126 MPI 126 MPI126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾚﾐﾅｰﾙ錠 ﾌﾙﾀｿﾞﾗﾑ 4mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 消化管機能安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(0511迄)，承継に

伴い(沢井製薬へ) 98ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

126 n 126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｸﾛｰﾙ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日医工 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｸﾛｰﾙ錠)

126 NPI 126:0.2 NPI126 OD0.2:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

126 R 126 R126:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾄﾞﾌﾞﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 降圧剤 0902中止
126 SANKYO 126:2 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠2 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

126 SW SW-126:SW-BE2 裸錠 白 無 ﾍﾞﾅﾘｰﾙ2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 沢井製薬 気管支拡張剤 92中止
126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 鎮痛・抗炎症剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ)
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9703本体，ﾋｰﾄ変更
7804収載

126 TA 126 裸錠 白 無 ﾎﾊﾟﾃ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 田辺製薬 脳代謝賦活･精神症状改
善剤

9509中止

126 TC 126 TC126 糖衣錠 白 無 ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝ錠 大鵬薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ･肝臓疾患用 92中止
126 TP-126 糖衣錠 淡青緑 無 ﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ錠｢ﾀｹｼﾏ｣ ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 竹島製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9504中止
126 TSU126 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠(ﾂﾙﾊﾗ) ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 鶴原製薬 精神神経用剤 9604薬価削除
126 Tw 126 Tw126 100:100 裸錠 白 無 ｱｲﾀﾝﾄ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 000707収載
126 TYK126 裸錠 白 無 ﾎﾊﾟﾗｲﾄﾝ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 大正薬品工業 脳代謝･精神症状改善剤 8910中止
126 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｽﾓﾝ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 痙縮緩解剤 0112中止 0110社名変更

削除
126 裸錠(蝶型) 白 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠10mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

126 裸錠(蝶型) 淡黄 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠20mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9802ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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126 裸錠(蝶型) 白 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

126 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾃﾚﾝD錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 大興製薬 血圧降下剤 91中止
127 裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

127 裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

127 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 筋緊張改善剤 9502ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

127 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9510販売

127 HD 127 HD-127 0.125mg:0.125 裸錠 わずかに赤
味をおびた橙

有 ｼﾞｺﾞﾊﾝ錠0.125mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0304社名変更（前：菱山
製薬） 020705収載

127 KP 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾙｸﾚﾝ錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 杏林製薬 代謝性製剤 9407中止
127 KW 127 KW127:KW127 裸錠 白 無 ｶｰﾑﾀﾞﾝ錠0.4mg ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 060609収載(商品名変

更，前:ｶｰﾑﾀﾞﾝ錠0.4)
920710収載

127 ｎ 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｸﾛｰﾙ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 日医工 H2受容体拮抗剤 0911発売
127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0806ｺｰﾄﾞ変更

127 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

127 NF 127 NF127 裸錠 白 有 ｴﾀﾅﾙｼﾞﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg ｱｽﾞｳｪﾙ 筋緊張緩和剤 0311中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

127 NPI 127 NPI-127 2.5 裸錠 白 無 ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

127 OH 127:5 OH-127 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大原薬品工業･持田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

127 R127 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾃｰﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 龍角散 子宮内膜症治療剤 97中止 920710収載
127 G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)

127 TA 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾚｷﾉﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 田辺三菱製薬 消化管運動調律剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070615収載(商品
名変更に伴い，前:ｾﾚｷﾉﾝ

127 10:TP-127 糖衣錠 黄 無 ﾊﾟﾝﾎﾘﾝ-F ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 竹島製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 04頃中止
127 TSU127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰﾙﾊﾟｰﾙﾝ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 鶴原製薬 循環機能改善剤 0811中止
127 Tw 127 Tw127 10mg:10mg 裸錠 白 有 ﾗｲﾙﾄｯｸ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物

として)
東和薬品 持続性ACE阻害剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg｢ﾄｰ
127 Tw 127 裸錠 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物

として)
東和薬品 持続性ACE阻害剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗｲﾙﾄｯｸ錠

128 Tw 128:2.5 Tw128 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 無 ﾒｲﾝﾄｰﾜ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 東和薬品 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載
128 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢

CH｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

128 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾀﾝ糖衣錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 鎮痙剤 9507中止
128 128 M128 2mg:M128 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg｢ﾏｲﾗ

ﾝ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗剤)
080201収載(商品名変
更，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠
2mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

128 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0808ｺｰﾄﾞ変更
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128 NPI 128 NPI-128 10 裸錠 薄桃 有 ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

128 NV 128 10 NV128 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/くすん
だ黄赤

ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-田辺製
薬，ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

03中止(錠収載に伴い)
0210ﾋｰﾄ変更 980828収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

128 OH 128:10 OH-128 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大原薬品工業･持田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

128 R 128 R128:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾄﾛｯｸ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 龍角散 消化管運動調律剤 02頃中止 920710収載
128 SANKYO 128:5 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠5mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 睡眠導入剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

128 SW 128 SW-128 100:100mg 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾞﾌｨﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 気管支喘息治療剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など 900713収載

128 G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

128 10:TP-128 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｷｻﾍﾟﾗﾝ ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 鎮痙･微小循環改善剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

128 TSU128 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰﾈｽNT錠 鶴原製薬 健胃消化剤 中止
128 50mg:TYK128 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
128 糖衣錠 黄 無 ﾊｲﾚﾊﾞﾝ錠250 ｵｻﾙﾐﾄﾞ 250mg 大興製薬 利胆剤 88中止
129 Tw 129 Tw129 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾄｰﾜ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載
129 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

129 KN 129 KN129 60mg 裸錠 極薄紅 有 ｺﾊﾞﾛｷﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 小林化工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾛｷﾆﾝ錠)

129 129 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

129 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤紫透明/
無透明

ｴﾘｻﾞｽｶﾌﾟｾﾙ外用400μ g ﾍﾟｼﾙ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(外) 400μ g 日本新薬 粉末噴霧式ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎治療剤

091211収載

129 R 129 裸錠 白 有 ﾑｺﾌﾞﾘﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 龍角散-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 気道潤滑去痰剤 0604ﾋｰﾄ裏一般名記載
920710収載 龍角散のも
のとﾋｰﾄ異なる

129 R 129 R129：15mg 裸錠 白 有 ﾑｺﾌﾞﾘﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 龍角散 気道潤滑去痰剤 920710収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲのものとﾋｰﾄ異なる

129 SANKYO 129:10 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠10mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 睡眠導入剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)

129 TA 129 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｱﾐｵﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 田辺三菱製薬 脳循環・代謝改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｻｱﾐｵﾝ

129 25:TP-129 裸錠 白 有 ﾒﾌﾞﾘｰﾄﾞ錠25mg ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 降圧利尿剤 0912中止
129 TSU129 TSU129 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵｰﾈｽNZｶﾌﾟｾﾙ 鶴原製薬 健胃消化剤 中止
129 100mg:TYK129 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
129 裸錠 白 有 ﾊﾞｽﾒﾀﾝ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 大興製薬 末梢血行改善剤 9006中止
130 KN130 50mg 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 小林化工 筋緊張改善剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠)
130 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠30 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 興和新薬 代謝性製剤 9304中止
130 KW  130 KW130:KW130 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｹｼﾞﾌｪﾝ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 共和薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 090925収

載(商品名変更に伴い，
前:ｹｼﾞﾌｪﾝ錠)

130 MED 130 MED-130 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｸﾞﾙｺ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ 非ﾋﾟﾘﾝ系解熱鎮痛剤 050708収載
130 MED 130 MED-130 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｸﾞﾙｺ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ 非ﾋﾟﾘﾝ系解熱鎮痛剤 050708収載
130 MO 130 MO130 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠1mg ﾏﾚｲﾝ酸ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝ 1mg 持田製薬 四環系抗うつ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠)
130 MPI 130 MPI 130 50:BARNETIL 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠50 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用

剤
旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更
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130 MPI 130 MPI130 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠50 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･大日本住友
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

0707製造販売会社社名
変更(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)
0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

130 NP 130 10mg NP-130：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
NP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

130 NV 130 20 NV130 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤黄/灰赤
黄

ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-田辺製
薬，ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

03中止(錠収載に伴い)
0209ﾋｰﾄ変更 980828収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

130 OH-130  OH-130 OH-130 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｹﾄﾁ
ﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ)

130 PH 130 PH130 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消化管運動賦活剤 080704収載
130 R 130 R130 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾌｪﾃﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 龍角散 高脂質血症治療剤 旧ﾃﾞｰﾀ 03頃承継（ｲｾｲ

へ） 920710収載
130 R 130 R130：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾌｪﾃﾞﾝ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ｲｾｲ 高脂血症治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾗﾌｪﾃﾞﾝ錠)
130 SW 130 SW-130 50：50μ g 裸錠 白 有 ﾒﾁﾚﾌﾄ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 沢井製薬 気管支拡張剤 0302ﾋｰﾄ変更 98～99ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

130 T130 糖衣錠 白 無 ｵｸｿﾗﾚﾝ錠10mg ﾒﾄｷｻﾚﾝ 10mg 大正製薬-大正富山医薬
品

尋常性白斑治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｸｿﾗﾚﾝ錠)
0305ﾋｰﾄ変更，商品名表
から裏等

130 TA 130:5 裸錠 白 無 ｶﾙｸﾞｰﾄ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 田辺三菱製薬 心機能改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

130 TKS:130 TKS130 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

消炎酵素剤 9506中止

130 130 TPS-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｽｸﾚﾆﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗骨格筋痙攣剤 94中止
130 TSU 130  TSU 130 TSU130 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｵｰﾈｽSP配合ｶﾌﾟｾﾙ 鶴原製薬 消化酵素剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｵｰﾈｽSPｶﾌﾟｾ
130 TTS 130 TTS-130 0.5mg 裸錠 白 無 ｱｽﾞﾛｹﾞﾝ錠0.5 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 高田製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ
130 Tw 130 Tw130 20mg 裸錠 白 無 ｲｿﾆﾄｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 東和薬品 狭心症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｿﾆﾄｰﾙ錠20)
130 200mg:TYK130 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
130 裸錠 淡黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠ﾀﾞｲｺｰ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 95中止
131 131 糖衣錠 帯黄緑 無 ｱｾﾞﾊﾟﾐｯﾄ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 抗不安剤 9007中止
131 裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
131 131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 940708
収載

131 裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 8805ｼｰﾄ
変更

131 HD-131 HD-131 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾊﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 菱山製薬 止瀉剤 9902中止 9607販売
131 裸錠 白 無 ｸｴﾝ酸ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾀﾝ錠

15(阪急)
ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 阪急共栄物産 非麻薬性鎮咳剤 0109中止

131 KW 131 KW131 裸錠 白 有 ｺﾌﾁﾐ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 共和薬品工業 気道粘液溶解剤 0703中止 04頃本体ｺｰﾄﾞ
追加

131 M 131 M131 50mg OD:50mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠50mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 101119収載

131 M131 OZ-10 糖衣錠 白 無 ｵｿﾞﾝﾀﾑ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 模範薬品研究所 抗不安剤 8708中止
131 MPI 131 MPI 131 100:BARNETIL

100
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用

剤
旧ﾋｰﾄ 9708ﾋｰﾄ裏変更

131 MPI 131 MPI131 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･大日本住友
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

0707製造販売会社社名
変更(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)
0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名

131 NF 131 NF131 裸錠 白 有 ﾉｸｽﾀｰﾙ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 睡眠導入剤 0410社名変更
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131 NV 131 30 NV131 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/灰赤黄 ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-田辺製
薬，ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

03中止(錠収載に伴い)
0209ﾋｰﾄ裏変更 980828
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

131 OH-131  OH-131 OH-131 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0706商品名変更(前:ﾄﾗﾆ
ﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙOH) 0111ﾋｰﾄ
表100mg追加，裏商品名
記載

131 PH 131 PH131 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢PH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

131 R 131 R131 錠剤 白 無 ﾊﾟﾋﾟﾙｼﾞﾝ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ｲｾｲ 持続性消炎･鎮痛剤 1012日医工中止
131 SANKYO 131:0.5 裸錠 白 無 ﾒﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 0.5mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

131 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｿﾗﾚﾝ錠 ﾄﾘｵｷｼｻﾚﾝ 5mg 参天製薬 尋常性白班治療剤 9608中止 9307色変更
131 131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0207ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9806ﾋｰﾄ変更 9407
収載

131 TA 131 裸錠 白 有 ｶﾙｸﾞｰﾄ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 心機能改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

131 TG 131:.25 TG131 0.25 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

131 Th 131 Th131 CRC100:CRC100 裸錠 薄紅 有 ｶﾙｺｰﾊﾟ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 94ﾋｰﾄ
変更 920710収載

131 TKS 131 TKS131 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾘﾐｯｸ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 鎮暈剤 0712中止 0607販売会社
社名変更

131 TP-131 裸錠 白 無 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ錠｢ﾀｹｼﾏ｣ ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 竹島製薬 ｽﾙﾌｧﾆﾙ尿素系糖尿病用
剤

旧ﾋｰﾄ（94頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞTP-
131削除）

131 TTS 131 TTS-131 1mg 裸錠 白 有 ｱｽﾞﾛｹﾞﾝ錠1.0 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 高田製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾛｹﾞﾝ錠)

131 Tw 131 Tw131 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾏｲﾊﾞｽﾀﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

030704収載

132 2 FPF-132 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠-2｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 藤本製薬 抗不安剤 8911中止
132 糖衣錠 淡桃 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ200mg錠｢ﾎｸﾘ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 北陸製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9802中止 9611ﾋｰﾄ変更
132 HD 132 HD 132:HD-132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾝﾍﾟﾗｰﾄSR錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 菱山製薬 高脂血症治療剤 0303中止 990709収載
132 KN132 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾟﾃｽ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 小林化工 解熱鎮痛消炎剤 0002中止 98ﾋｰﾄ変更

(100mg削除)，表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

132 M 132 M132 100mg OD:100mg
OD

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠100mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 101119収載

132 M132 OZ-20 糖衣錠 白 無 ｵｿﾞﾝﾀﾑ20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 模範薬品研究所 抗不安剤 8708中止
132 MPI 132 MPI 132 200:BARNETIL

200
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用

剤
旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更

132 MPI 132 MPI132 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･大日本住友
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

0707製造販売会社社名
変更(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)
0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

132 NF132 裸錠 黄又は淡黄
褐

無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ配合錠 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ
酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

17.5mg，
232.5mg

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 胃炎・消化性潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠

132 N V:132 20mg：20mg NV132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠20mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0210ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0112ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 0001ﾋｰﾄ表商品名
記載
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132 PH 132:5 PH132 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢PH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

132 PH132:25 糖衣錠 白 無 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ錠｢ﾐﾀ｣25 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
132 R 132 R132:50mg 錠剤 微黄白 無 ｸﾗｿﾊﾟﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 自律神経調整剤 1010中止 1009製造販売

元変更(前:龍角散)
132 SANKYO 132:1 裸錠 白 有 ﾒﾚｯｸｽ錠1mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

132 SW 132 SW-132 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
132 132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ

ﾛﾗｲﾄﾞ
25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍･胃炎･慢性

肝疾患治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠)

132 TA 132:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾘｵﾝ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 5mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘｵﾝ錠5)
0710社名変更（前：田辺

132 TG 132:１ TG132 1 裸錠(楕円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

132 132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍，胃炎，慢性
肝疾患治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708
収載

132 TP 132 200mg TP-132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾘﾅﾛﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 頻尿治療剤 0810本体ｺｰﾄﾞ追加 0706
商品名変更(前:ﾕﾘﾅﾛﾝ

132 TSU 132 TSU132 200mg 裸錠 白 無 ｵｷﾈｽｼﾞﾝ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 持続性消炎鎮痛剤 0805中止
132 Tw 132 Tw132 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾏｲﾊﾞｽﾀﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤（高脂血症治療剤）
030704収載

132 TZ 132 TZ132 糖衣錠 白 無 ｷﾓﾁｰﾑ錠 すい臓性蛋白分解酵
素

5万ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ
単位

帝国臓器製薬 消炎酵素剤 9501中止

132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～帯黄白 有 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠50mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 50mg 塩野義製薬 長時間作用型ARB 080613収載

132 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
133 DI DI133SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬 抗めまい剤 9603中止 9301変更
133 DK 133 DK133 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｲﾄﾞ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 末梢性神経障害治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾁｺﾊﾞｲﾄﾞ)
0409本体ｺｰﾄﾞ追加

133 糖衣錠 白 無 ｱﾗﾓﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静 9309中止
133 HD 133 HD-133 0.25mg:0.25 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.25mg｢HD｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0304社名変更（前：菱山

製薬） 0207販売
133 KW133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾛﾅﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業 微小循環改善剤 9008中止
133 NF 133 NF133 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0505迄)，品名

0410社名変更 0312製造
元，ｺｰﾄﾞ変更

133 N F：0.25 NF133 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.25mg｢AFP｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 0505本体ｺｰﾄﾞ変更(前：
NF 133) 0503品名変更
(前：ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ)

133 N V:133 40mg：40mg NV133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠40mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0209ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

133 SW 133 SW-133 25:25μ g 裸錠 白 有 ﾒﾁﾚﾌﾄ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 沢井製薬 気管支拡張剤 091113収載
133 TA 133:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾘｵﾝ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体

拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘｵﾝ錠10)
0710社名変更（前：田辺
製薬）

133 TC 133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾝﾍﾟﾗﾝ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大鵬薬品工業 精神神経用剤 9612中止
133 TG 133 TG133 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 080704収載

133 TP 133 250mg TP-133：250mg 裸錠 白 無 ﾌｪﾈｯﾄ錠250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬) 0210ﾋｰﾄ
変更
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133 TSU133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰﾈｽST配合錠 鶴原製薬 消化酵素剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｰﾈｽST錠)

133 TTS133 TTS-133 250mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾋﾟﾘｵﾅﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 高田製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 0706中止
133 Tw 133 Tw133 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾌﾞﾛｯｸ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
030704収載

133 TZ 133 TZ133 裸錠 白 無 ｿﾌｨｱC配合錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾒｽﾄﾗﾉｰ
ﾙ

2mg，0.1mg あすか製薬-武田薬品工
業

黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ混合製
剤(内服用)

1007ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
裏→表等) 090925収載
(商品名変更に伴い，前:ｿ

133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～帯黄白 有 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠100mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 100mg 塩野義製薬 長時間作用型ARB 080613収載

134 KN 134 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾟﾃｽ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 小林化工 解熱鎮痛消炎剤 9208中止
134 MH134 MH134 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾊﾟｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ﾏｲﾗﾝ製

薬
胃炎・胃潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾙﾊﾟｽｶﾌﾟｾ
ﾙ)0802販売会社社名変
更(前:ﾒﾙｸ製薬)

134 N V:134 80mg：80mg NV134 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠80mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 80mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0209ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

134 OH-134 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾑﾀﾞｲﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大原薬品工業 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

9511中止 920710収載

134 TYK134 裸錠 白～微黄 無 ｻｷｵｼﾞｰﾙ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

前立腺肥大症・癌治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

134 TA 134:2.5 裸錠 白 無 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠2.5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0205ﾋｰﾄ変更

134 TC 134 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾝﾍﾟﾗﾝ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大鵬薬品工業 精神神経用剤 9206中止
134 TKS 134 TKS134 25mg:25mg 裸錠 白 無 ﾍﾟﾅﾝﾁﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿降圧
剤

0011中止 ﾋｰﾄ表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

134 TP-134 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞﾀﾐﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 竹島製薬 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

9902中止

134 TSU134 TSU134 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏｺﾞﾁﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 鶴原製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9204中止 900713収載
134 Tw 134 Tw134 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾍﾞｰｽ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤（高血圧症）
0703中止 030704収載

134 TZ 134 TZ134 5:5mg TZ134 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾙﾍﾟﾗﾝ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ
ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

あすか製薬 消化器機能異常治療剤 経過措置(0603迄) 旧品
名(050610迄)，品名変更
に伴い(新：ﾃﾙﾍﾟﾗﾝ錠5)

134 裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ錠｢ﾀﾞ
ｲｺｰ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)

135 C 135 裸錠 橙 無 ｵｰｿ777-21錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-持田製薬 経口避妊剤 0704商品名変更(前:ｵｰｿ
777-21) 0504本体ｺｰﾄﾞ変
更(前：JK) ｵｰｿM-
21(0612ｺｰﾄﾞ変更分)と同

135 C 135 裸錠 橙 無 ｵｰｿM-21錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-持田製薬 経口避妊剤(1～21日分) 0705商品名変更(前:ｵｰｿ
M-21) 0612ｺｰﾄﾞ変更 ｵｰ
ｿ777-21錠の橙色の錠剤
と同じｺｰﾄﾞ

135 KN 135 KN135 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

小林化工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

135 KW 135 KW135 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｺｱｷﾞｭﾗｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 共和薬品工業 抗血小板剤 9104中止
135 M135 EL-10 裸錠 黄～橙黄 有 ｴﾚｸﾘｯﾄ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 模範薬品研究所 強心剤 9008中止
135 MY 135 MY135 裸錠 白 有 ﾙｿﾛｰﾙ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｽｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 摩耶堂製薬 肝･胆･消化機能改善剤 0012中止 980710収載

ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
135 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄 ｱﾝｻﾁｭｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日医工 EPA製剤 980710収載

135 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃緑/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ茵ちん蒿湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

135 NCN-10 135 裸錠 黄 有 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 9002中止 薬価削除
135 NF 135 NF135：5mg 裸錠 白 有 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
0410社名変更
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135 NMB 135 NMB135:NMB135 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
135 NMB 135 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 97ﾋｰﾄ変

更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
135 NMB 135 NMB135：125 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0812販売元変更(前:万有

製薬) 0602ﾋｰﾄﾞ変更
135 NP 135:2 NP-135 2mg:2mg 裸錠 微赤 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 090515収載
135 NV 135 160mg:160mg NV135 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円

形）
白 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠160mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 160mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ

ｶｰ
041215収載

135 OH 135 OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠1mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠)

135 OH 135 TU1:OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 940708収
載

135 OH 135 OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 旧品名(080620ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰ
ﾙ塩酸塩錠1mg｢ｵｰﾊﾗ｣に
変更) 04頃ﾋｰﾄ変更

135 裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
135 裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本住友製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｷﾈﾄﾝ錠)
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載

135 SW-135:SW-GT 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾘﾁｵｰﾙ 沢井製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ･解毒･肝臓機
能改善剤

中止 9203まで

135 T 135
125mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠125mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠)

135 TA 135:5 裸錠 白 有 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0205ﾋｰﾄ変更

135 TG 135 TG135 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

不整脈治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

135 TP 135 15mg TP-135:15mg 裸錠 白 有 ﾃﾞﾄﾒﾌｧﾝ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

鎮咳剤 0807本体ｺｰﾄﾞ追加
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞﾄﾒﾌｧﾝ)

135 TSU135 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg｢TSU｣ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 鶴原製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
135 Tw 135 Tw135 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄｰﾜ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤（高血圧症）
030704収載

135 糖衣錠 淡青 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
136 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾚﾎﾟｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 脳血管性精神症状改善

剤
9805中止 9602ﾋｰﾄ裏商
品名記載

136 KN 136:5 KN136 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

小林化工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

136 KW 136 KW136 裸錠 白 有 ﾆｺﾓｰﾙ錠｢ｱﾒﾙ｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 共和薬品工業 脂質代謝改善剤 9205中止
136 136 MPR 136 糖衣錠 白 無 ﾒﾎﾟﾗﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ

ﾐﾝ
1mg 大洋薬品工業 鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 94本体刻

印
136 n 136 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢

KOBA｣
塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 日医工 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤，本態性振戦治療
0704ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(小林薬学工業より)

136 NV:136 NV 136 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｺﾃﾞｨｵ配合錠MD ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ

80mg，
6.25mg

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ/利尿薬合剤

090313収載

136 136 糖衣錠 白 無 ﾒﾎﾟﾗﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 大洋薬品工業 鎮痙剤 0801中止

136 TA 136:10 裸錠 白 有 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠10 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0206ﾋｰﾄ変更

136 TG 136 TG136 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

不整脈治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

136 TSU 136 TSU136 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾂﾙﾊ ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 鶴原製薬 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
136 Tw 136 Tw136 5mg:5mg 裸錠 微黄白～帯

黄白
有 ﾓﾅｿｻｰﾙ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載

136 裸錠 白～帯黄白 有 ﾋﾌﾟﾉｼﾞﾝ2.5mg錠 ﾍﾟﾙﾗﾋﾟﾝ 2.5mg 武田薬品工業 睡眠剤 9602中止
136 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9003中止
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137 HD 137 1mg HD-137:1mg 裸錠 白 有 ｾﾌﾞﾚﾁﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･ﾏｲﾗﾝ製薬 筋緊張緩和剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ｾﾌﾞﾚﾁﾝ錠)

137 N F：137 NF137 4mg 裸錠（長円形） 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0410社名変更 0407ｺｰﾄﾞ
変更

137 NV:137 NV 137 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄赤 無 ｺﾃﾞｨｵ配合錠EX ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ

80mg，
12.5mg

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ/利尿薬合剤

090313収載

137 糖衣錠 白 無 ﾃﾝﾛｰﾙ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9506中止 940708収載
137 R 137 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾛﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｻﾝﾄﾞ 切迫流･早産治療剤

SANODZ 5mg)削除
137 SW 137：10 SW-137 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 040709収載
137 T 137

250mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠250mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 大正製薬-大正富山医薬

品
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾊﾟｲﾘﾝ250)

137 TA 137 裸錠 白 有 ｾﾚｼﾞｽﾄ錠5 ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物 5mg 田辺三菱製薬 経口脊髄小脳変性症治
療剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 000825収載

137 TG 137 TG137 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ抗生物質製剤 080704収載

137 TP 137 250:TP-137 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｳﾝｵｲｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高脂質血症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｳﾝｵｲｰﾙ錠)

137 Tw 137 Tw137 10mg:10mg 裸錠 帯黄白 有 ﾓﾅｿｻｰﾙ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載
138 KN 138 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾙﾁｿﾞﾝ100錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 小林化工 抗痙縮剤 9603中止
138 M138 AP-100 糖衣錠 白 無 ｱﾍﾟﾀｲﾄﾝ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 模範薬品研究所 去痰剤 9104中止
138 NS 耳:NS138 糖衣錠 黄 無 ﾀﾀｰﾀﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日新製薬 筋弛緩剤 9309中止
138 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙｻﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本製薬 組織修復性消化性潰瘍

用剤
9002中止

138 t 138 裸錠 白 有 ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物錠5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 1009中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃﾞﾆ
ｽﾊﾟﾝ錠)

138 t 138 裸錠 白 有 ﾃﾞﾆｽﾊﾟﾝ錠 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 重症筋無力症・排尿障害
治療剤

旧品名(080620ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ
臭化物錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

138 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾘｵﾝOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 5mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

138 TC138 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾘﾀﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 9503中止 9306変更
138 TP-138 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾘﾝｸ錠 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg 竹島製薬 消化性潰瘍治療剤 9107中止
138 Tw 138 Tw138 100mg:100mg 裸錠 白 無 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 091113収載
139 KW 139 139:KW139 裸錠 白 有 ｺﾙﾀｺﾞﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 共和薬品工業 循環改善剤 0703中止 舌下錠
139 PH139 糖衣錠 橙 無 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 中枢性筋弛緩剤 97中止
139 SW-139 SW-139:SW-TT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9510中止 900713収載
139 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾀﾘｵﾝOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体

拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

139 100mg TP-139:100mg 糖衣錠 白 無 ﾓｷﾞﾌｪﾝ錠100mg ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗炎症・鎮痛・解熱剤 0912中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ﾓｷﾞ
ﾌｪﾝ錠)

139 Tw 139 Tw139 200:200 裸錠 白 有 ﾍﾞﾙｸｽﾛﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 東和薬品 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
139 TZ 139 TZ139 25:25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚｸﾞﾚﾁﾝ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg あすか製薬 狭心症･不整脈治療剤 0711中止 0203ﾋｰﾄ変更
139 裸錠 白 有 ﾒｿﾞｶﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 大興製薬 鎮咳剤 9008中止
140 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ

ﾑ
156.7mg 大正薬品工業-日本化薬 前立腺癌治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ耳ｺｰﾄﾞ削除

140 TC 140 90mg:90mg TC140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠90mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠)

140 MA140 軟ｶﾌﾟｾﾙ(円筒
体)

茶褐 ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝM ﾏﾙﾎ 喘息治療剤 9409中止

140 NV:140 NV140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯黄白 無 ｴｯｸｽﾌｫｰｼﾞ配合錠 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ，ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑ
ﾛｼﾞﾋﾟﾝ

80mg，5mg(ｱ
ﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとし
て)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ/持続性Ca拮抗薬合
剤

100416収載
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140 OH 140 OH-140 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾋﾞﾗｰﾙ錠100 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 101119収載
140 TYK140:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 1001販売元変更(前:興

和，興和創薬)
140 TBP140 糖衣錠 白 無 ﾎﾟﾘﾘﾁﾝN錠 東菱薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患治療剤 0711中止
140 TC 140 TC140 90mg:TC140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9702ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
140 TKS:140 TKS140 裸錠 白 無 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
利尿降圧剤 0101中止，ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠

「NM」と同じ物
140 TP 140 TP-140 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾎﾟﾚｯﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 筋緊張性疾患治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾅﾎﾟﾚｯﾄ錠)
140 Tw 140 Tw140 400:400 裸錠 白 有 ﾍﾞﾙｸｽﾛﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 東和薬品 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
141 ARA141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾉｼﾝ錠｢ARA｣ ｲﾉｼﾝ 200mg ｱﾗｸｽ 細胞賦活剤 中止
141 CF CF141SV 裸錠 淡黄 無 ﾄﾉﾁﾘﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 進化製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9603中止
141 HD-141 裸錠 淡黄 有 ｿﾚｿﾞﾘﾝ錠(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
141 HH141SV 裸錠 白 有 ﾎﾓﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 進化製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9603中止
141 KN141 10mg 糖衣錠 緑 無 ｾﾚﾐﾂﾄ錠 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 小林化工 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0001中止 96ｺｰﾄﾞ化
141 裸錠 白 有 ﾚﾏｼﾞｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 帝三製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0005中止
141 SW MED-141 MED-VB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾍﾞｺｰﾙ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 合成抗菌剤 90中止
141 MKC141 500mg:MKC-141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ｺﾚﾊﾞｲﾝ錠500mg ｺﾚｽﾁﾐﾄﾞ 500mg 田辺三菱製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症治療剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
141 NS141 80：80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾊﾟﾉﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 日新製薬 膵･胆道機能異常改善剤
141 OH 141 OH-141:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾋﾞﾗｰﾙ錠150 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

970711収載
141 PH141 10 mg 糖衣錠 淡青 無 ﾐﾀﾌﾟﾁﾘﾝ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗うつ剤 9810中止
141 R 141 R141 裸錠 白 無 ﾄﾞﾅﾛｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 龍角散 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
9903中止 940708収載

141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢ｻﾝﾃﾝ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 参天製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9605中止 9310変更
141 SW-141 SW-141 1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg（ｹﾄﾁﾌｪﾝ

として）
沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ｹﾄﾃ

ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0306ﾋｰﾄ変更
98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-

141 TYK141 400mg:TYK141
400

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 0905発売

141 TOYO 141 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾗﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 旭化成工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
141 TA141 2mg 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 田辺三菱製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0908ﾋｰﾄTA141削除 0710

社名変更（前：田辺製薬）
141 TBP141 糖衣錠 白 無 ﾎﾟﾘﾘﾁﾝ錠 東菱薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患治療剤 9203中止
141 Th 141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾌﾗｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
141 TOYO 141 3：TOYO141 3mg 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾗﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾞｽﾗﾝ錠)
141 TSU 141 TSU141 30mg:30mg 裸錠 橙 無 ｶﾙﾀｿﾞﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 鶴原製薬 血管強化･止血剤 9612ｺｰﾄﾞ化

141 Tw 141:1 Tw141 1mg：1mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾅｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

東和薬品 血圧降下剤 040709収載

141 裸錠 白 無 ﾋｽﾀｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 4mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
141 裸錠 白 無 ﾜｸﾞﾏﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9106中止
141 YD141 糖衣錠 淡黄 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS20 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0801中止
141 裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ1mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 武田薬品工業 睡眠剤
141 糖衣錠 白 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 大興製薬 精神神経用剤 91中止
142 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
142 FPF 142 裸錠 淡青 有 ﾃﾄﾗﾅｲﾄ錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 藤本製薬 睡眠導入剤 9412中止 920710収載
142 h 142 SX-0.5 h-142 裸錠 白 有 ｾﾀﾞｷｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 高血圧治療剤 9603中止 900713収載
142 HD 142  HD 142 HD-142 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾋﾟﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｿﾋﾟﾗｰﾄ｢ｶﾌﾟｾ
ﾙ｣) 0604本体ｺｰﾄﾞ追加
0507本体ｺｰﾄﾞ追加

142 n 142 裸錠 白 無 ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本医薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0309中止（品名変更に伴
い。新：ｲﾙｶﾞｽ錠2mg，ｺｰ
ﾄﾞ同じ）
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142 n 142 裸錠 白 無 ｲﾙｶﾞｽ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日医工 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0311販売 （品名変更に
伴い。前：ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠
2mg，ｺｰﾄﾞ同じ）

142 NS 12 NS142 糖衣錠 黄 無 ﾆﾁﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日新製薬 筋弛緩･抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0406迄，0406
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除) 0310本体
ｺｰﾄﾞ追加

142 OH-142 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾘﾏｰﾆ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大原薬品工業-ﾏﾙﾎ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 1011中止
142 PC 142 TYK142 1.25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾐﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 大正薬品工業-日本化

薬，興和ﾃﾊﾞ
血糖降下剤 9708ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
142 PH142 25 mg 糖衣錠 淡青 無 ﾐﾀﾌﾟﾁﾘﾝ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗うつ剤 9810中止
142 PT142 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠250mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9005中止
142 R 142 R142:0.25μ g 錠剤 白～微黄白 無 ｶﾙﾃﾞﾐﾝ錠0.25μ g ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 龍角散-久光製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
142 SD142 SD 142 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽｶｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 昭和薬品化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9811中止 900713収載
142 SW 142 SW-142:SW-ETR 糖衣錠 白 無 ｴﾄﾗﾌﾟﾁﾝ錠1 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9504中止 940708収載
142 TA 142 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ｾﾚｼﾞｽﾄOD錠5mg ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物 5mg 田辺三菱製薬 経口脊髄小脳変性症治

療剤
090918収載

142 Th 142 裸錠 白 有 ﾅﾛｯﾌﾟ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
142 TP-142 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾗﾄﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 竹島製薬 微小循環改善剤 9205中止
142 Tw 142:2 Tw142 2mg：2mg 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾅｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
東和薬品 血圧降下剤 040709収載

142 YD 142 糖衣錠 淡黄緑 無 ｸﾏﾒﾒﾘﾝ ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ 50mg 陽進堂 植物性消炎･軟部腫脹治
療剤

95中止

142 裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ2mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 2mg 武田薬品工業 睡眠剤
143 h 143 SX-1 h-143 裸錠 薄橙 有 ｾﾀﾞｷｼﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ)
高血圧治療剤 9305中止 900713収載

143 KN 143 KN143 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾌﾟﾛﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 小林化工 四環系抗うつ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾌﾟﾛﾐｰﾙ錠)

143 n 143 裸錠 白 有 ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本医薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0309中止（品名変更に伴
い。新：ｲﾙｶﾞｽ錠4mg，ｺｰ
ﾄﾞ同じ）

143 n 143 裸錠 白 有 ｲﾙｶﾞｽ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日医工 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0311販売 （品名変更に
伴い。前：ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠
4mg，ｺｰﾄﾞ同じ）

143 OH 143 OH-143 5mg:OH-143 裸錠 白 有 ｾｰﾌﾘｰ錠5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大原薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0711中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

143 PC 143 2.5mg：TYK143 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾊﾟﾐﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大正薬品工業-日本化
薬，興和ﾃﾊﾞ

血糖降下剤 0503ﾋｰﾄ変更

143 PH143:100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 解熱鎮痛消炎剤 0703中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

143 PT143 PT 143 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠500mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9310色変更(旧:

143 SW 143 SW-143 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾘﾁｵｰﾙ錠 沢井製薬 肝臓疾患用剤･抗ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ用薬

0912中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-GT)削除

143 Th 143 Th143 OXT200:OXT200 裸錠 白 無 ｵｷｻｯﾄ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 持続性消炎･鎮痛剤 9808中止 940708収載
143 Tw 143 Tw143 10mg：10mg 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾌﾞﾛｯｸ錠10mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤-高脂血症治療剤-
040709収載

143 YD143 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｼﾞｬｽﾄ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 陽進堂 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0707中止
144 HD 144 HD-144 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾌﾞﾘﾝ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 菱山製薬 循環機能改善剤 96中止
144 MED-144 耳:MED-144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾌｰﾗｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ､ｳﾗｼﾙ 100mg，

224mg
ﾒﾃﾞｨｻ新薬 抗悪性腫瘍剤 02頃中止 980710収載

144 144 MLM-TR 144 糖衣錠 白 無 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
144 144 糖衣錠（徐放

性）
白 無 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR
144 TYK144 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾌｪﾛﾐｯｸ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ

ｳｺｴｷｽ
37.5mg，
100mg

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 止瀉剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛﾐｯｸ錠)
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144 U2.5 TTS-144 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

赤褐 有 ｱｯﾌﾟﾉｰﾙB錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

高田製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

144 Tw 144 Tw144 10mg:10mg 裸錠 薄桃 有 ｶﾙﾈｰﾄ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載
144 TZ 144 TZ144 10:10mg TZ144 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾙﾍﾟﾗﾝ錠10 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 10mg（塩酸ﾒ

ﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞと
して）

あすか製薬-武田薬品工
業

消化器系愁訴治療剤 0301ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

144 144 WRZ 糖衣錠 白 無 ﾜﾗｼﾞｽ持効錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9507中止
144 YD 144 糖衣錠 淡黄 無 ｶﾞﾝﾏｰｼﾞｬｽﾄ15 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 陽進堂 γ -ｵﾘｻﾞﾘｰﾙ製剤 中止
145 腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
抗生物質製剤 0411中止

145 FPF-145 糖衣錠 淡緑 無 ﾀｰﾄﾝ錠-5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 藤本製薬 抗不安剤 9003中止
145 KN 145 糖衣錠 白 無 ﾉｰﾍﾞﾙﾐﾝ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 小林化工 心身安定剤 9509中止 920710収載
145 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

褐
ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
145 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠(陽進) ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 陽進堂-日医工 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0703中止 0305ﾋｰﾄ裏商

品名記載
145 NS 耳:NS145 糖衣錠 淡黄 無 ﾐｸﾞﾚﾁｱｼﾞﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 日新製薬 頭痛治療剤 9112中止
145 SANKYO 145 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｼﾞ

ﾝとして)
第一三共 鎮痛剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

145 St145 St145:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾙﾁｱﾉﾝｶﾌﾟｾﾙR100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 佐藤薬品工業 持続性Ca拮抗剤 02頃ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 970711収載

145 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾁﾛﾝS錠 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痛剤 91中止
145 10:TP-145 裸錠 白 有 ﾒﾝﾄﾘｰｽ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0504社名変更(前：竹島
製薬)

145 Tw 145 Tw145：Tw145 裸錠 白 有 ﾎﾟﾄﾚﾝﾄﾞ配合錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ

231.5mg，
195.0mg

東和薬品 ｱﾙｶﾘ化療法剤-酸性尿・
ｱｼﾄﾞｰｼｽ改善-

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾄﾚﾝﾄﾞ錠)

145 YD 145 糖衣錠 淡黄 無 ﾖｳﾘｽﾃﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 陽進堂 抗ｾﾛﾄﾆﾝ剤 9804中止
145 Z 145 VISCERALGINE:40mg

Z145
裸錠 白 無 ﾋﾞｾﾗﾙｼﾞﾝ錠 ﾖｳ化ﾁｴﾓﾆｳﾑ 40mg 日本臓器製薬 合成鎮痙剤 0410中止

146 腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

抗生物質製剤 0411中止

146 裸錠 白 無 ﾊﾟﾅｽ錠 ｸﾛﾌｪｿﾞﾝ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 消炎鎮痛剤 9311中止
146 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
146 St107 St107 St107 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 佐藤薬品工業-日医工，

共和薬品工業
虚血性心疾患治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶ
ﾌﾟｾﾙ)

146 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｺﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 経口抗真菌剤 1002中止 040709収載
146 Th 146 Th146 UNF:UNF 糖衣錠 白 無 ｳﾅﾆﾌ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痛･抗炎症剤 9808中止 960705収載
146 耳:TO-146 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌｨﾗｸｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 鳥居薬品 抗悪性腫瘍剤 9209中止
146 TP-146 糖衣錠 黄 無 ﾀｹｷｿｰﾙ50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 竹島製薬 抗痙縮剤 9504中止
146 Tw 146:25 錠剤 白～淡黄 有 ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 東和薬品 尿酸排泄薬 090515収載
147 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
147 PH147 糖衣錠 淡緑 無 ﾘｻﾁｰﾌ錠10 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗不安剤 9807中止
147 TP-147 糖衣錠 黄 無 ﾀｹｷｿｰﾙ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 竹島製薬 抗痙縮剤 9504中止
147 Tw 147 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 070706収載
147 YD 147 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 陽進堂 中枢性筋弛緩剤 9506中止
147 裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.4mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 武田薬品工業 抗不安剤
148 NS148 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾎﾞﾅﾌｪｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日新製薬 鎮痛･抗炎症剤 9909中止
148 PH148 糖衣錠 白 無 ｾﾛｰｻ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗めまい剤 8904中止
148 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg SW-148 SW-148 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ

50mg｢ｻﾜｲ｣
ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080704収載

148 DP0.5:TP-148 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾝﾌﾟﾚｽ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 高血圧治療剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)
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148 TSU148 50単位：50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾀｺﾞﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 鶴原製薬 循環障害改善剤 011221収載(規格単位表
現の変更)

148 Tw 148 Tw148 2mg:2mg 裸錠 薄橙 有 ｽｶﾙﾅｰｾﾞ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 東和薬品 持続性心身安定剤 091113収載
148 YD148 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾋﾞﾀﾝ ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 02頃中止
148 裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.8mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 武田薬品工業 抗不安剤
149 n 149 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟﾘﾌﾟﾗｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日医工 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｲﾌﾟﾘﾌﾟﾗｽﾄ錠)
0310ﾋｰﾄ変更，200mg追
加等

149 PH149 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾎﾞｲ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 筋緊張･循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9404まで) 920710
収載

149 R 149 R149:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾍﾟﾘｾﾞﾘﾝ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日医工 消化管運動改善剤 9701製造販売元変更(前:
龍角散) 960705収載

149 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg SW-149 SW-149 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 070706収載

149 DP1:TP-149 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾝﾌﾟﾚｽ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 高血圧治療剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

149 TR149SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾍﾞﾘﾅｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 進化製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9603中止 900713収載
149 TSU149 0.25μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白 ｶﾙﾐｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 鶴原製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
149 Tw 149:0.8 0.8 mg:Tw149 0.8mg 裸錠 白 有 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.8mg｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 東和薬品 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 101119収載
149 0 25 0.25:TYK149 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0808頃本体ｺｰﾄﾞ追加
149 WY-149 糖衣錠 黄 無 ｱｯﾌﾟｻ-100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 渡辺薬品工業 抗痙縮剤 99中止
149 YD 149 糖衣錠 黄 無 ﾖｳﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 陽進堂 抗痙縮剤 0202中止
150 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ

ﾄ
白 無 MDSｺｰﾜ錠150 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 050610品名変更(前：

MDSｺｰﾜ錠) 0310本体ｺｰ
ﾄﾞ位置変更（両面→片面

150 ZP 46 ZP46:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｼﾉﾝ錠150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 071102収載
150 NZT 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱﾃﾐﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄)

020705収載
150 KC-245  KC-245 KC-245 150mg力

価:150mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 科研製薬 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾ
150 裸錠 淡橙 有 ｱﾚｽﾃﾝ錠150mg ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 日本新薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾚｽﾃﾝ錠)
150 RM 31 RM31 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰﾛﾗｲﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ﾛｰﾏﾝ工業-高田製薬，日

本ｹﾐﾌｧ
酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生物質

050708収載

150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

広範囲経口抗菌製剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(0701迄)

150 HC180 HC180 150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ pH作動型鎮痛･消炎剤 0904中止 0202ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

150 15C：150μ g 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠150μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.150mg->150
μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠)
0305ﾋｰﾄ変更

150 DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日本医薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9705販売
150 DK 323 DK323 150mg：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 徐放性不整脈治療剤 旧品名(071221迄，新品

名:ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩徐放
錠150mg｢日医工｣) 0304
ﾋｰﾄ変更

150 DK 323 DK323 150mg：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩徐放錠
150mg｢日医工｣

ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 徐放性不整脈治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠)

150 t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐放錠150mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 0806商品名変更(前:ﾀｲﾘﾝ
ﾀﾞｰR錠)

150 150 CHO CCE 150:CHO CCE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾｵﾄﾀｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 H2受容体拮抗薬 0902頃中止 010706追補

150 t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧品名(0806ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐
放錠150mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
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150 TYK350:TYK350 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
150)

150 150 TSU416 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙﾃﾞｯｸ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして）

鶴原製薬・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ，商品名変更
に伴い(新:ﾂﾙﾃﾞｯｸ錠
150mg) 010706収載

150 150 TSU418 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙﾃﾞｯｸ錠150mg 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして）

鶴原製薬・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更 0606
商品名変更(前：ﾂﾙﾃﾞｯｸ

150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

0703本体小型化 0604販
売元変更(前:大日本住友
製薬) 0303ﾋｰﾄ変更

150 NP 523 150mg:NP-523 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢NP｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

150 Tu 704 Tu704 150mg:Tu704 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢TCK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

150 TYK445 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

150 YD 965 YD965 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢YD｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 陽進堂 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

150 t T7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

150 TG 106 TG106 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

150 ｎ 721 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢日医工｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 日医工 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

150 OH-337 OH-337 150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢
OHARA｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大原薬品工業 H2受容体拮抗剤 020705収載

150 TG 406  TG 406 TG406 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

H2受容体拮抗剤 080704収載

150 MH 191 MH191 150mg:MH191
150

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｻﾞﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
150)

150 NZT NZT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0207中止 020705収載
150 SW-519 SW-519 150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾃﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
150 YD 661 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾆｻﾞﾄﾘｯｸ錠150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 04より陽進堂販売のみ

030704収載
150 Tw409 Tw409 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
150 MH 191 MH191 150mg:MH191

150
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090515ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶ

ﾌﾟｾﾙ150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

150 SEARLE 509:CR SEARLE 509:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾍﾟｰｽCR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 徐放性不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽCR錠)

150 OH 330 OH-330 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｯﾄｽｶｰ錠150mg 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大原薬品工業 H2受容体拮抗剤 0712中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

150 TSU 577 TSU577 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾄﾈｰﾙ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 鶴原製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0503中止 030704収載
150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠150mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質

製剤
0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

150 Tw:252 Tw252 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾝﾐﾙR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

東和薬品 徐放性不整脈治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｧﾝﾐﾙR錠)

150 RY-11.B.150 RY-11.B.150
150mg:150mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ pH作動型鎮痛･消炎剤 0903中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾅﾐ
ﾝSR150)

150 RY-11.B.150 RY-11.B.150：150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-中外製薬 pH作動型鎮痛･消炎剤 0712中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾅﾐ
ﾝSR150) ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ
のものとﾋｰﾄ異なる
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150 CMX 033 CMX033:CMX033 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｲﾀｼﾞﾝ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ｹﾐｯｸｽ H2受容体拮抗剤 0803中止

150 SW 908 SW-908 150:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾃﾞﾝ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして）

沢井製薬 H2受容体拮抗薬 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

150 Tw 214 Tw214 150:Tw214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

東和薬品 H2受容体拮抗剤 010706収載

150 SZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0111中止 010706収載

150 KN 250 KN250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150｢KN｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

小林化工･全星薬品 H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

150 MH:51 MH051 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾆﾒﾙｸ錠150)

150 MH 051 MH051 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg ﾒﾙｸﾎｴｲ H2受容体拮抗剤 旧本体(0205迄) 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

150 MH:51 MH051 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090515ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

150 MH 050 MH050 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg ﾒﾙｸﾎｴｲ H2受容体拮抗剤 旧本体（0209迄） 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾊﾟﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ150 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 150mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0507中止 0203ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 990507
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載

150 SW-327 SW-327 150:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/暗赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 沢井製薬 結核治療剤 0701中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

150 HD 358  HD 358 150mg HD-358:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤/橙赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢
NP｣

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗結核･抗ﾊﾝｾﾝ病抗生
物質製剤

1004中止

150 RFP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟﾛ
ﾌｧｰﾏ

抗結核剤 060707収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ｢ﾍｷｻﾙ｣)

150 NG 403 403 NG 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/赤褐 ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾏｸ
ﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ)

150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:こげ茶2本
帯)

ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲ
ｸﾘﾝ

150mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 03頃ﾋｰﾄ変更，
150mg追加  97ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠
150mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

150 ｔ 501 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｽﾘｯﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 大洋薬品工業 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

050708収載

150 MCI 041 MCI041 150mg 裸錠 白 無 ﾛﾒｯﾄ錠150mg ﾚﾋﾟﾘﾅｽﾄ 150mg 田辺三菱製薬 気管支喘息基礎治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾛﾒｯﾄ)

150 D 02 D02 DOJ：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150｢DJ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

同仁医薬化工-東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ

H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

150 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｼﾎﾞﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 富山化学工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9804中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

150 BMS 150mg 3624 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ150mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 150mg（ｱﾀｻﾞ
ﾅﾋﾞﾙとして）

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0405中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

150
150mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠150mg ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

旧品名(090925ﾛｷｼｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 050708
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150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 0703中止
150 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9806ﾋｰﾄ

変更
150 DESTROMYDE150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｽﾄﾛﾏｲﾄﾞ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 進化製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9312中止
150 耳:DEXPEPE-150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｷｽﾍﾟﾍﾟ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 東邦新薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 中止
150 裸錠 白 無 ﾒﾘｽﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 010907収載(商品名の変

更 前:ﾒﾘｽﾛﾝ錠)
150 ES150 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｴﾒｻｲﾄﾞ ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ 150mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 抗てんかん剤 9312中止
150 糖衣錠 白 無 ﾏﾚﾄﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9309中止
150 GLAXO 150 GLAXO･150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg 日本ｸﾞﾗｸｿ H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9204まで)
150 GX 102 GX102：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして）
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 0803第一三共中止 0704

社名変更(統合に伴い，
前:三共)

150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

150 HO 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾋﾄﾞﾛﾆｰﾙ150 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 150mg 佐藤薬品工業 血圧降下剤 中止
150 ＪＤ：150 ＪＤ-150：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾙﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 心臓選択性β 1遮断剤 0507中止 030501発売
150 3 KL150 3 KL-150:ML-3 裸錠 淡橙 無 ﾏﾙﾐﾝ錠3 ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 不眠症治療剤 9104中止
150 5 KL150 5 KL-150:ML-5 裸錠 淡橙 無 ﾏﾙﾐﾝ錠5 ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 不眠症治療剤 9104中止
150 KP 811 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞﾛｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 杏林製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0406中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

150 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和新薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0301迄) 9708ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

150 MA150 軟ｶﾌﾟｾﾙ(円筒
体)

橙赤 ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝD ﾏﾙﾎ 喘息治療剤 9409中止

150 ME 150 ME214SV 裸錠 淡赤 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢ｼﾝｶ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 進化製薬 降圧剤 9603中止
150 Pfizer:MVC 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
青 無 ｼｰｴﾙｾﾝﾄﾘ錠150mg ﾏﾗﾋﾞﾛｸ 150mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ

ｸﾗｲﾝ
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤
(CCR5阻害剤)

1009販売元変更，製造販
売元変更(前:ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾊﾞ
ﾗのみ

150 NPI 219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本医薬品工業 持続性脳微小循環改善 99中止 980710収載
150 NS150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾒｼﾝPL25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 日新製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
9812中止

150 NZT 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱﾃﾐﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 0801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
150 OH MC150 OH-MC-150 150mg：

150mg
裸錠 淡赤 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠150｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 大原薬品工業 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢
150 pfizer PGN 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 150mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛

治療剤
100611収載

150 PH150 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾉﾝ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 1008ﾋｰﾄ若干変更
150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
150 RD 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

150 RD 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(0909ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
150mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

150 RD 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 0909商品名変更(前:ｻﾞﾒｯ
ｸ錠150)

150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 第一三共 結核治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ

150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

徐放性不整脈治療剤 9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705
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150 RU:013 J RU 013J 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾓﾀﾞﾝR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 徐放性不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801
販売元変更(前:中外製
薬) 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰ
ﾄﾞ追加等

150 R150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

060707収載

150 RY-11.B.150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ･中外製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤
削除) 97ﾋｰﾄ変更
(MenSR150削除)

150
SPR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠150mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 0111中止 930827収載

150 HC180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg 北陸製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9610ﾋｰﾄ
裏変更

150 STT 150 STT150 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

150 SW 150 SW-150 3mg：3mg 裸錠 白 有 ｱﾘﾏﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾘﾏﾝ錠) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AM)削除

150 SW SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)
0208ﾋｰﾄ表50追加等 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MI50)削

150 SW TFX 150 SW-TFX150:150 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載

150 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

150 TARCEVA150 150:150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～黄白 無 ﾀﾙｾﾊﾞ錠150mg 塩酸ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ 150mg(ｴﾙﾛﾁ
ﾆﾌﾞとして)

中外製薬 抗悪性腫瘍剤，上皮増殖
因子受容体(EGFR)ﾁﾛｼﾝ
ｷﾅｰｾﾞ阻害剤

071214収載

150 TKS 150 TKS150 50mg:50mg 裸錠 白 無 ｼｰｸﾞﾙ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 精神･情動安定剤，消化
性潰瘍治療剤

0501中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0303迄） 0302製
造元社名変更 9705ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ

150 TSU150 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤 ｶﾙﾐｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 鶴原製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
150 10 TTS-150 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 920710収載
150 Tu AT-150 裸錠 淡橙 有 ｱﾘﾝﾀﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 辰巳化学 利尿降圧剤 9906中止
150 Tu DS･150  Tu DS･150 TuDS･150:TuDS･150

150mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾄﾞﾙｾﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
H2受容体拮抗剤 020705収載

150 Tu DS･150  Tu DS･150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾄﾞﾙｾﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 辰巳化学-日医工 H2受容体拮抗剤 020705収載
150 Tu GD-150 糖衣錠 白 無 ｹﾞﾝﾄﾞﾝ錠｢150｣ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 辰巳化学 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9209中止
150 Tu RV･150 Tu RV･150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾓﾍﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 辰巳化学 結核治療剤 0712中止
150 Tw RXM TwRXM 150ｍｇ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼﾏｲﾝ錠150mg ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 東和薬品 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ

ﾄﾞ系抗生剤
050708収載

150 0.5 0.5:TYK150 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0808頃本体ｺｰﾄﾞ追加
150 ｱｼﾉﾝ150 ZP3144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

150 ｵｾﾞｯｸｽ 150 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

広範囲経口抗菌製剤 0701ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ変
更，本体商品名記載，小

150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄黄 無 ﾍﾞｼｹｱ錠5mg ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過活動膀胱治療剤 060601収載
150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ

ﾙﾌｧﾝ
15mg 塩野義製薬 鎮咳剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤/白 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 941202収

載
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150 150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤/白 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ150mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性 抗血小板剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶ
ﾌﾟｾﾙ)

150 耳:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｴﾗﾐﾝﾄ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大興製薬 循環機能改善剤 中止
151 裸錠 白 有 ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 9908ｺｰﾄﾞ変更 ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
151 GS 151:2 GS151:2mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2mg 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg(ｻﾙﾌﾞﾀ

ﾓｰﾙとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2)
151 J D:151 JD-151：5mg 裸錠 白 有 ｲﾌﾞｽﾃﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 狭心症治療剤 0507中止 0304販売
151 KN 151 KN151 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200｢KN｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 小林化工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
020705収載

151 KP 151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾒﾌﾟﾘﾝ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 杏林製薬 血圧降下剤 0310中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

151 n 151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日医工 脳循環･代謝改善剤 0210本体刻印変更（前：
R151），ﾋｰﾄ裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

151 N F：0.125 NF151 裸錠 薄橙 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.125mg｢AFP｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 0503販売
151 NP 151:50 NP-151 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 消化管運動賦活剤 080704収載
151 PH 151 PH151:50mg 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾎﾞｲ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 筋緊張改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾝﾎﾞｲ錠)
151 R 151 R151:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ（0210迄） 日本薬

品工業のﾋﾙﾌﾞﾘﾝ錠5mg(ﾆ
ｾﾙｺﾞﾘﾝ，中止)とｺｰﾄ同じﾞ

151 R 151 R151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止日本薬品工業
のﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ)の旧ｺｰﾄﾞとｺｰﾄﾞ同じ

151 R 151 Y-HIR5 5:Y-HIR5 R151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業-ﾄﾐｼﾞｪｯ
ｸ吉富

脳循環･代謝改善剤 9806中止 日本薬品工業
のﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ)の旧ｺｰﾄﾞと本体ｺｰﾄﾞ

151 ROCHE 1 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠1 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤
削除 0210製造元変更
9503ﾋｰﾄ変更

151 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

151 TC 151 TC151 75mg:TC151 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 9608中止 940826収載
151 TC 151 Y-DS75:TC151 Y-DS75 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 吉富製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで)9702大

鵬から承継，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載

151 TG 151 TG151 5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠5mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載

151 Th 151 Th151 ZPT25:ZPT25 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
920710収載

151 TKS 151 TKS151 裸錠 白 有 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｻｲｸﾘｼﾞﾝ錠｢
ﾃｲｻﾝ｣

塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9703中止

151 TP-151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾏﾀｰｾﾞ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 消炎酵素剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｼﾏﾀｰｾﾞ)

151 25 TTS-151 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 920710収載
151 Tw 151 Tw151 200mg：200mg 裸錠 白 有 ｻｰﾙﾂｰ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 解熱鎮痛剤 050708収載
151 1.0 1.0:TYK151 1 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0808頃本体ｺｰﾄﾞ追加
151 TZ 151 TZ151 25:25mg TZ151 裸錠 白 無 ｴﾅﾙﾓﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 25mg あすか製薬-武田薬品工

業
男性ﾎﾙﾓﾝ剤 0712商品名変更(前:ｴﾅﾙ

ﾓﾝ錠)
151 Z 151 Z151 糖衣錠 淡紅 無 ﾋﾞｰﾏｽ配合錠 日本臓器製薬 便軟化･腸運動促進緩下

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｰﾏｽS錠)

152 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
152 裸錠 白 無 ﾊﾞｿﾛ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 脳代謝機能改善剤 89中止
152 JD 152 JD-152 裸錠 薄桃 有 ｻﾞｸｰﾙ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性ACE阻害剤 020705収載
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152 KW 152 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｺﾛﾅﾌｨﾘﾝL錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 共和薬品工業 持続性脳微小循環改善
剤

9909中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

152 ｎ 152 糖衣錠 白 無 ｴﾓﾚｯｸｽ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日医工 抗不安剤 0604頃中止 0405本体ｺｰ
ﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ変更

152 NF 152 NF152 裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ形) 白 有 ﾓﾃﾞｨｵﾀﾞｰﾙ錠100mg ﾓﾀﾞﾌｨﾆﾙ 100mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ・田辺三菱
製薬

精神神経用剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070316収載

152 NP 152:40 NP-152 40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠40mg｢NP｣ ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

060707収載

152 EC 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾄﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 大原薬品工業 血圧降下剤 9510中止
152 PH 152 PH152 裸錠 白 無 ｷｼｹｲﾝ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 持続性心身安定剤 0205中止 980710収載
152 ROCHE 2 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠2 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

152）削除 0210製造元変
更 9412ﾋｰﾄ変更

152 SW 152 SW-152 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 消化管運動改善剤 101119収載
152 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

152 TG 152 TG152 10 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠10mg｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載

152 Th 152 Th152 ZPT50:ZPT50 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 920710収載
152 TP-152 裸錠 淡橙 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.5｢ﾀｹｼﾏ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 竹島製薬 緩和降圧剤 9902中止
152 50 CRM50:TTS-152 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 920710収

載
152 50 TTS-152 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 0904販売再開，販売元変

更に伴い(前:塩野義製薬)
152 Tw 152：0.2 Tw152 0.2mg：0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg「ﾄｰﾜ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
152 TYK152 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1007発売
152 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｼｹｱ錠2.5mg ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ 2.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過活動膀胱治療剤 060601収載
153 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白

～黄白
ﾊﾟﾗﾐﾁﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg ﾌﾞｺﾛｰﾑ 300mg あすか製薬-武田薬品工

業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･痛風
治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:300mgﾊﾟﾗﾐﾁﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0711ﾋｰﾄ表
300mg追加

153 KC153 KC-153 45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･淡緑
帯3本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ45 ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 45mg 科研製薬 排尿障害改善剤･降圧剤 9812中止 9509ﾋｰﾄ変更

153 KN 153 裸錠 白 無 ﾗﾀﾞﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 小林化工 筋緊張性疼痛疾患治療 0412中止
153 n 153

位
腸溶錠 白 無 ｴﾘｽﾓﾝ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 日医工 血管代謝改善剤 1101中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ｴﾘｽ
ﾓﾝ錠) 0309本体ｺｰﾄﾞ追加

153 NF 153 NF153:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾉﾌﾟﾛﾘﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高尿酸血症治療剤 101119収載
153 NP 153:125 NP-153 125mg:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢NP｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

153 OH 153 OH-153 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大原薬品工業 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢
OH｣)

153 裸錠 白 無 ｴﾃﾞｭﾚﾝ 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

経口黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) ﾋｰﾄ裏
に曜日記載

153 PH 153 PH153 裸錠 薄橙 有 ｷｼｹｲﾝ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 持続性心身安定剤 0205中止 980710収載
153 ROCHE 5 裸錠 淡黄赤 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠5 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

153）削除 0210製造元変
更 9412ﾋｰﾄ変更

153 SRN-100 153 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄﾗﾏﾆｯｸ錠100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 94中止
153 TKS153 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞｽﾛﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性精神身体安

定剤
0901中止 0802販売会社
社名変更(前:ﾒﾙｸ製薬)

153 Tw 153：0.3 Tw153 0.3mg：0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg「ﾄｰﾜ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
153 TZ 153 TZ153 100mg:100 mg 裸錠 白 無 ｾｷｿﾋﾞｯﾄ錠100mg ｼｸﾛﾌｪﾆﾙ 100mg あすか製薬-武田薬品工

業
排卵誘発剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｷｿﾋﾞｯﾄ)，ﾋｰ
ﾄ若干変更

153 糖衣錠 白 無 ｱﾊﾞﾝ錠 ｲﾃﾞﾍﾞﾉﾝ 30mg 武田薬品工業 脳代謝･精神症状改善剤 9805中止
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154 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾙﾀｿﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｿﾞ
ｼﾝとして)

あすか製薬-日本化薬 鎮痛剤 970912収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

154 JD:154 JD-154 裸錠 薄桃 無 ｻﾞｸｰﾙ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性ACE阻害剤 0808発売
154 KC154 KC154 30mg:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･茶帯2

本
ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 30mg 科研製薬･三和化学研究

所
排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ30)
154 ｎ 154 裸錠 白 無 ｴｽｶﾛﾝ錠25mg ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 日医工 非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽｶﾛﾝ錠) 04
本体ｺｰﾄﾞ追加

154 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼﾛｼｽﾋﾟﾝ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 大原薬品工業 血圧降下剤 0003中止
154 TYK154:TYK154 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｽﾀﾞｲﾝ錠)

154 154：Tw Tw154 2.5mg：2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｶﾙﾈｰﾄ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載
154 TZ 154 TZ154 裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾈｰﾄ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 帝国臓器製薬 静穏･筋弛緩剤 9610中止
155 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾁﾈｽ錠50 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg あすか製薬-武田薬品工

業
筋緊張･痙性麻痺改善剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 9711本体，ﾋｰﾄ変更
(製造元変更の為)

155 JD 155 JD-155 裸錠 薄桃 有 ｻﾞｸｰﾙ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性ACE阻害剤 080704収載
155 KC155 KC155 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･青帯1

本
ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 15mg 科研製薬･三和化学研究

所
排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ15)
155 KW 155 KW155 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞｽﾄﾛﾒｯﾄ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 共和薬品工業 H2受容体拮抗剤 0703中止 900713収載
155 NF 155 NF155 5mg 裸錠 微黄白～帯

黄白
有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0903ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前:ﾌﾞﾘｽﾄﾙ
ﾏｲﾔｰｽﾞ)

155 NP 155:3 NP-155 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 080704収載
155 OH 155 OH-155 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉｾｰﾌ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大原薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 0712中止 920710収載
155 R 155 R155:60mg 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 龍角散 鎮痛･抗炎症剤 980710収載
155 TYK155 裸錠 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9906中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
155 DP:TKS155 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄緑 無 ｼﾞｽﾛﾝ-P錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性精神安定剤 9601中止

155 TP 155 30:TP-155 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ﾀｹｼﾏ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

酵素製剤 0806本体ｺｰﾄﾞ追加 0504
社名変更(前：竹島製薬)

155 Tw 155 Tw155 10mg：10mg 口腔内崩壊錠 白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

050708収載

156 裸錠 薄紅 有 ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg あすか製薬-武田薬品工
業

鎮痛・抗炎症・解熱剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠)

156 KW 156 裸錠 白 無 ｶｰﾑﾀﾞﾝ錠0.8mg ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 100528収載 ﾊﾞﾗ包装の
156 OH-156 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾛﾝ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大原薬品工業 β 遮断剤 9511中止 920710収載
156 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠｢BMT｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 催眠鎮静剤 92中止
156 TP 156 90:TP-156 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ﾀｹｼﾏ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
酵素製剤 0806本体ｺｰﾄﾞ追加 0504

社名変更(前：竹島製薬)
156 TF 25 TTS-156 25mg:25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

25mg｢ﾀｶﾀ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

157 KW 157 157:KW157 裸錠 白 有 ｶﾎﾟﾃｯｸ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 共和薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0703中止 970711収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

157 n EP1 裸錠 白 有 ｴﾎﾟｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 日医工 循環改善剤 0210ﾋｰﾄ変更 9809承継
157 NF 157 NF157 10mg 裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0903ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前:ﾌﾞﾘｽﾄﾙ
ﾏｲﾔｰｽﾞ)

157 NS-157 NS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾌﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg 日新製薬 鎮痙剤 中止
157 OH-157 10mg:10mg 糖衣錠 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉﾙ錠 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大原薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤 本態性振戦治療
0712中止 940708収載

157 SANKYO 157 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾆﾝ錠)

157 SW 157 糖衣錠 桃 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ｻﾜｲ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

沢井製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
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157 SW 157 SW-157:12mg 糖衣錠 桃 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠12mg｢ｻﾜｲ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

沢井製薬 緩下剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ｻ
ﾜｲ｣)，ﾋｰﾄ裏12mg追加

157 TF 50 TTS-157 50mg:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ﾀｶﾀ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

157 Tw 157 Tw157 20mg：20mg 口腔内崩壊錠 白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

050708収載

157 TYK 157 TYK157 500:500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｼｽﾀﾞｲﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

101119収載

157 TZ 157 TZ157 0.125mg:0.125 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠0.125mg｢
あすか｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg あすか製薬-武田薬品工
業

子宮収縮止血剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾃﾅﾘﾝ錠
0.125)，ﾋｰﾄ若干変更

157 TZ 157 TZ157 0.125:0.125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾅﾘﾝ錠0.125 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg あすか製薬-武田薬品工
業

子宮収縮止血剤 旧品名(100528ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒ
ﾄﾘﾝ錠0.125mg｢あすか｣に
変更) 0506品名変更(前：
ﾒﾃﾅﾘﾝ錠) 0202ﾋｰﾄ変更

157 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙みの黄 無 ﾛｾﾞﾚﾑ錠8mg ﾗﾒﾙﾃｵﾝ 8mg 武田薬品工業 ﾒﾗﾄﾆﾝ受容体ｱｺﾞﾆｽﾄ 100611収載
158 EPX-10 158 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改

善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9411本
体刻印

158 n 158:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日医工 脳循環代謝改善剤 0901本体ｺｰﾄﾞn158追加
0405ﾋｰﾄ変更

158 OH-158 OH-158 50mg:50 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 940708収載

158 R158 R158 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｸﾗｰﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大原薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ50mg「OHARA」)
0303龍角散から承継後
販売無し

158 SW SW-158:SW-PAP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑 無 ﾊﾟﾝﾍﾟﾗﾝ ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 沢井製薬 鎮痙･鎮痛剤 9409中止

158 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

1012中止

158 TF 75 TTS-158 75mg:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ﾀｶﾀ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

158 TYK158 裸錠 白 無 ｴﾏﾙｯｸ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日医工 乳癌治療剤 0805製造販売元変更(前:
大正薬品工業)

159 HD 159 HD:HD-159 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁﾙｽﾀﾆﾝ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

菱山製薬 その他の中枢神経用薬 9909中止 950206承認
970711販売

159 n EP2 裸錠 淡赤白 有 ｴﾎﾟｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 日医工 循環改善剤 9809承継
159 NS159 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱﾗﾐﾄﾞｰﾙ錠100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 日新製薬 鎮痛･抗炎症剤 02頃中止
159 OH-159 OH-159 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 0109ﾋｰﾄ変更，裏記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
159 MMT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤紫/濃赤

紫
ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝTｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾘｱｾﾁﾙｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 8912中止

159 SW 159 SW-159 30：30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｺﾘﾘｯｸ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 沢井製薬 鎮痙･鎮痛剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘﾘｯｸ) 0303
ﾋｰﾄ変更，商品名記載等

159 TP 159 500μ g TP-159:500μ g 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤 0810本体ｺｰﾄﾞ追加
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ500
μ g)

159 TZ:159 TZ159 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾃｵﾆﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg あすか製薬-武田薬品工
業

切迫流・早産治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾃｵﾆﾝ錠)，
ﾋｰﾄ若干変更

160 160 糖衣錠 黄橙 無 ｴｸﾀｰｼﾞｽ 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 日本医薬品工業 気道粘膜溶解剤 89中止
160 CG 503 50mg:CG503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯緑白 無 ｽﾛｰﾌｨｰ錠50mg 乾燥硫酸鉄 50mg(鉄とし

て)
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性鉄剤 1012中止
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160 HD 160 HD:HD-160 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁﾙｽﾀﾆﾝ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

菱山製薬 その他の中枢神経用薬 0001中止 950206承認
970711販売

160 2 KL160:2 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠2mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠2)

160 3 KL160 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 3mg ｻﾝﾄﾞ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠3)

160 5 KL160:5 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠5mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠5)

160 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠60 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

60mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308錠剤ｺｰﾄﾞ印刷両面
→片面 9706ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

160 KP 160 裸錠 白 無 ｺﾚｷｻﾐﾝ錠200mg ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 杏林製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

変更(前:ｺﾚｷｻﾐﾝ錠) 0307
ﾋｰﾄ裏200mg追加等

160 MA 160 MA160 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(胃溶
性)

白 無 ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝ配合胃溶錠 ﾏﾙﾎ 喘息治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝM
錠)，ﾋｰﾄ裏M削除

160 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 大原薬品工業 脳血流促進剤 9403中止
160 PH160 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾀﾌﾟﾛｹﾞﾝ錠80 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 膵･肝･胆道系鎮痙剤 0512中止
160 SR 160 SR160 1mg 裸錠 白 有 ﾗｸﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 白井松新薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9906まで) 9609

ﾋｰﾄ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

160 TP 160 TP 160 TP-160 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡橙 ﾙﾒﾘｰﾑｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 0902中止
160 YD 160 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧｲﾄﾞﾐﾝ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 陽進堂 鎮痛･抗炎症剤 9804中止
160 LA 裸錠 白 有 ﾗｸﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 東京田辺製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで)
160 裸錠 白 有 ﾗｸﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ

として)
三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0405中止 0110社名変更

9906変更(製造元変更の
為)

160 EF4 裸錠 白 有 ｴﾌｪｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾋﾞﾄﾙﾃﾛｰﾙ 4mg 塩野義製薬 気管支拡張剤 9011中止
161 KW 161：CBZ 100 KW161 100:KW161

CBZ100
裸錠 白～微黄白 有 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ

ﾙ｣
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 共和薬品工業 抗てんかん剤･躁状態治

療剤
0505本体刻印CBZ100追
加，ﾋｰﾄ変更 010706収載

161 FCI 161 FCI161:FCI161 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾁﾈｽ錠50 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 富士化学工業 筋緊張･痙性麻痺改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 900713
収載

161 FPF-161 裸錠 白 有 ﾋｽｸﾛ錠｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 藤本製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9007中止
161 HD 161 HD:HD-161 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾀﾙﾐﾝ錠 ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 菱山製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0002中止 900713収載
161 KL161 裸錠 淡灰褐 有 ｺﾀﾞﾏﾛﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 精神病治療剤 9312中止
161 M 161 M161 裸錠 極薄紅 有 ｳﾅｽﾁﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物

として)
ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

薬) 0704ﾋｰﾄ表60削除
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾅｽﾁﾝ錠)

161 n 161:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日医工 脳循環代謝改善剤 0811本体ｺｰﾄﾞｎ161追加
161 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄橙 ﾄｺﾌﾟﾗｽSｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 大原薬品工業 微小循環系賦活剤 9403中止 900713収載
161 PH161 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｸﾗｼﾞﾝ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 精神神経安定剤 9607PTP包装中止
161 SW 161 SW-161 20：20 糖衣錠 白 無 ｱｲﾛﾒｰﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 沢井製薬・日本ｹﾐﾌｧ 筋緊張性疾患治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｲﾛﾒｰﾄ錠)
0305頃ﾋｰﾄ変更

161 0.5:TYK161 0.5mg 裸錠 白 有 ｺﾙﾄｯｸ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
161 T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9708

ﾋｰﾄ変更
161 t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0208

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803本体変更 9207収載

161 Th 161 Th161 TP:TP 裸錠 白 有 ﾄﾘﾌｪｼﾞﾉﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで)
161 TKS 161 TKS161 裸錠 淡黄 有 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9401中止

161 100mg TP-161 糖衣錠 褐 無 ｺﾞｽﾍﾟｰﾙ･ﾚﾊﾞｰ腸溶錠
100mg

肝臓加水分解物 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝臓疾患治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾞｽﾍﾟｰﾙ･ﾚ
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161 TSU161 裸錠 白 無 ｷﾌﾟﾁﾛﾝ ｷﾓﾄﾘﾌﾟｼﾝ 5000ｷﾓﾄﾘﾌﾟ
ｼﾝNF単位

鶴原製薬 消炎酵素剤 9404中止

161 Tｗ 161:5 Tw161 5mg:5mg 裸錠(蝶形) 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg(無水物
として)

東和薬品 持続性ACE阻害剤 091113収載

161 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/乳白 ﾄﾞｸﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg わかもと製薬 上腹部不快症状改善剤 9104中止
161 YD161 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳｱｼﾞｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮暈剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｳｱｼﾞｰﾙ)，
ﾋｰﾄ表10mg追加等

162 ｎ 162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ATP腸溶錠20mg｢日医
工｣

ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 日医工 ATP製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ATP錠｢日医
工｣) 0305本体ｺｰﾄﾞ追加

162 KW 162：CBZ 200 KW162 200:KW162
CBZ200

裸錠 白～微黄白 有 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤･躁状態治
療剤

0506本体刻印追加
(CBZ200） 010706収載

162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 藤沢薬品工業 利尿降圧剤 0208中止 9712ﾋｰﾄ裏変
更(ALT削除)，表裏商品
名記載

162 HD 162 HD-162 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾄﾗﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 菱山製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0010中止 980710収載
162 M 162 M162 裸錠 白 有 ｱﾌﾟﾛｺｰﾙ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾒﾙｸ製薬 本態性高血圧症，腎性高

血圧症
0712中止 0607社名変更

162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞｾｰﾌ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大原薬品工業 虚血性心疾患･脳血管障
害治療剤

9403中止 900713収載

162 裸錠 白 有 ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ「ﾅｶﾞヰ」錠25mg 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 気管支拡張・鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)，製造販
売元変更に伴い(新：日医

162 裸錠 白 有 ヱﾌｪﾄﾞﾘﾝ｢ﾅｶﾞヰ｣錠 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 25mg 大日本製薬 気管支拡張･鎮咳剤 旧品名(0211迄)
162 PH162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｸﾗｼﾞﾝ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 精神神経安定剤 9607PTP包装中止
162 SW 162 SW 162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｺﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 沢井製薬 筋緊張循環改善剤 9903中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-DZ)削除 900713収
162 1:TYK162 1mg 裸錠 橙 有 ｺﾙﾄｯｸ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
162 t 裸錠(楕円形) 白 無 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 0503本体ｺｰﾄﾞ追加 9804

ﾋｰﾄ変更 7804収載
162 Th Th162 REM:REM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾚﾐﾀｰﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痙剤 9808中止
162 TP 162 TP 162 TP-162 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/橙 ﾙﾒﾘｰﾑｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 0902中止
162 YD162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞｬｽﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 陽進堂 循環機能改善剤 0503中止
162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾗﾘｷｼﾝ錠250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗﾘｷｼﾝ錠)
163 M 163 M163 4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢ﾏｲﾗ

ﾝ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗剤)
080201収載(商品名変
更，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠
4mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

163 OH-163 50mg 糖衣錠 白 無 ｽﾓﾅｰｽ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大原薬品工業 筋緊張･循環改善剤 0712中止 0111ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

163 OKC 163 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｷﾘｺﾝ錠 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9003中止 薬価削除
163 50 PH163：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾌｧﾙﾐﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，共和薬品工業
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
163 TYK163 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏﾌﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大正薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0707中止
163 TP 163  TP 163 100mg TP-163：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡黄 VEﾆｺﾁﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 微小循環系賦活剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:VEﾆｺﾁﾈｰﾄｶ
ﾌﾟｾﾙ) 0902本体ｺｰﾄﾞ追加

163 TZ 163 TZ163 裸錠 白 無 ｿﾌｨｱA配合錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾒｽﾄﾗﾉｰ
ﾙ

1mg，0.05mg あすか製薬-武田薬品工
業

黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ混合製
剤(内服用)

1007ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
裏→表等) 090925収載
(商品名変更に伴い，前:ｿ

163 YD 163 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｸﾍﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 陽進堂 気道粘液溶解剤 95中止
164 M 164 M164:5mg 裸錠 白 有 ｱｿﾞﾌﾟｼﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日本薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 旧ｺｰﾄﾞ(0310迄) 02頃製

造元変更（前：模範薬品
研究所） 010706収載

164 DF-L 164 37.5mg [ｼｵﾉ会社ﾏｰ
ｸ]

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 徐放性鎮痛･抗炎症剤 9806ｴﾑｴﾌから承継，承
継後製造実績なく薬価削
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164 100 PH164：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾌｧﾙﾐﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，共和薬品工業

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

164 RU:164 D RU 164D 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾘｯﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 酸安定性･持続性ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

0001社名変更 9702ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

164 TP-164 糖衣錠 白 無 ｺﾞｽﾍﾟｰﾙ-M ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 竹島製薬 消化器機能異常治療剤 9504中止
164 TYK164 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業 Ca拮抗性降圧剤 0707中止
164 YD164 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾘﾀｰｾﾞA錠 陽進堂 高単位総合消化酵素製 0910中止
165 ﾁｵﾗ 100 MH165 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝改善解毒，肝機能改

善剤
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更 0310
参天製薬より承継，ﾋｰﾄ

165 OH 165:25 OH-165 25mg:OH-165
25mg

裸錠 白 有 ｾﾀﾊﾞﾋﾞﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大原薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0712中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

165 TP 165 TP 165 100:TP-165 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾙﾐｵｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0612商品名変更(前:ﾙﾐｵ
ｽｶﾌﾟｾﾙ)

165 YD165 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ
ﾚﾄ型)

白 有 ﾍﾟﾋﾟﾐﾄﾞｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 陽進堂 抗菌性化学療法剤 0812商品名変更(前:ﾍﾟﾋﾟﾐ
ﾄﾞｰﾙ錠)

166 PH166 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾘﾔｷﾝ錠10 ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 神経安定剤 0310中止
166 TP-166 裸錠 白 有 ﾒﾝﾄﾘｰｽ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 竹島製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9912中止

166 YD166 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼﾞｽﾃﾘﾝｸ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 陽進堂 頻尿治療剤 0806商品名変更(前:ｼﾞｽﾃ
ﾘﾝｸ錠)

167 OH 167 OH-167 1mg:OH-167
1mg

裸錠 白～帯黄白 有 ﾃｵﾚｰﾄ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 大原薬品工業 筋緊張緩和剤 0203中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

167 PH167:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾀﾞﾌﾞﾙ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

0710中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

167 YD 167 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾙﾎﾞｰﾃﾞ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 陽進堂 脳循環代謝改善剤 9906中止 900713収載
168 HD:HD-168 糖衣錠 微黄白 無 ﾃﾈｽﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 菱山製薬 鎮暈剤 9611中止
168 KW 168 15mg 15:KW168 15 裸錠 微黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 070706収載
168 NS 13 NS168:25mg 糖衣錠 淡緑 無 ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ

ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静

剤
旧品名(090925ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠
25mgに変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

168 YD 168 YD168 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｴﾃﾈｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗血小板剤 0908商品名変更(前:ﾋﾟｴﾃ
ﾈｰﾙ錠)，ﾋｰﾄ表100mg追

168 裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

止血剤 0412中止 0310ｺｰﾄﾞ変更
0304大正富山医薬品販

169 KW 169 20 20mg:KW169 20 裸錠 淡黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 080704収載
169 NS 耳:NS169 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾟﾘﾐｽﾞﾑ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 30mg 日新製薬 抗不安･緊張･抑うつ剤 9309中止
169 YD 169 YD169 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾒﾗﾙﾀﾞ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽﾒﾗﾙﾀﾞ錠)
170 KW 170 KW170:170 裸錠 白 有 ｷｮﾜｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 共和薬品工業 経口血糖降下剤 0703中止 920710収載
170 MA 170 MA170：D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
白～微黄白 無 ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝ配合腸溶錠 ﾏﾙﾎ 喘息治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝD
錠)，ﾋｰﾄ裏D削除

170 OH 170 裸錠 白 無 ｸﾚｱﾐﾙ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 大原薬品工業 循環機能改善剤 9403中止
170 R 170 R170:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾃﾞﾊﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 龍角散 持続性Ca拮抗剤 02頃中止 980710収載
170 SW 170 SW-170 100:100mg 裸錠 白 有 ｳﾋﾞﾛﾝ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 肝･胆･消化機能改善剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｳﾋﾞﾛﾝ100) ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

170 Th 170 裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠｢
BMT｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経用剤 92中止

170 TKS 170 TKS170 裸錠 白 有 ｾﾗｰﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾅｶﾞｾ医薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0012中止 980710収載，
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

170 TP 170 TP-170 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ﾀｹｼﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 合成抗菌製剤 0612中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

170 TTS 170 TTS-170 200mg 裸錠 白 有 ｱﾄﾐﾌｪﾝ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 高田製薬 解熱・鎮痛剤 050708収載
170 Tw 170 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 070706収載
171 FPF 171 裸錠 白 有 ﾓﾛﾗｯｸ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 藤本製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 9404中止 900713収載
171 HD 171 50mg HD-171：50mg 裸錠 白 無 ｳﾙｻﾐｯｸ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 0304社名変更（前：菱山

製薬） 990709収載
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171 KW 171:0.25 KW171:KW171 0.25 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 共和薬品工業・ﾏﾙﾎ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾌｨｰﾅ錠

171 M 171 M171 8mg:M171 8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

080704収載

171 MED 171 MED-171 裸錠 白 無 ｵﾍﾟﾀｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日医工 抗血小板剤 0910中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

171 ｎ 171:5 裸錠(蝶形) 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 091113収載
171 ＮＦ 171 ＮＦ171 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5mg｢

AFP｣
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，

気管支喘息治療剤
090515収載

171 裸錠 白 無 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0001ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 970127販売

171 PH 171:2.5 2.5mg PH171 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
PH｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

171 R 171 R171 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾎｲｽﾀﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 龍角散 経口蛋白分解酵素阻害
剤

9906中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

171 ROCHE 171 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠1 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾛｼｭ 不眠症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
171 ROCHE 171 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠1 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 不眠症治療剤 9704ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
171 SW 171 SW-171 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾛｯｸ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
040709収載

171 TYK171 25μ g:TYK171 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
171 CLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾙﾐﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 心身安定剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)

000707収載
171 TP-171 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ﾀｹｼﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 竹島製薬 合成抗菌製剤 9901中止

171 Tw 171 Tw171 裸錠 白 無 ｵｷｻﾁﾘﾝ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 持続性消炎・鎮痛剤 0703中止 0606商品名変
更(前:ｵｷｻﾁﾘﾝ錠)

171 PCT40mg 二層裸錠 薄橙と白 無 ﾍﾟｸﾄﾚｯｸｽ錠 四硝酸ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙ 40mg 塩野義製薬 血管拡張･抗狭心症剤 9402中止 8807変更
172 HD 172 100mg HD-72:100mg 裸錠 白 有 ｳﾙｻﾐｯｸ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 0304社名変更（前：菱山

製薬） 990709収載
172 KW 172:0.5 KW172:KW172 0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 共和薬品工業・ﾏﾙﾎ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0806商品名変更(前:ｶﾙ

ﾌｨｰﾅ錠0.5)
172 MED 172 MED-172 裸錠 白 無 ｵﾍﾟﾀｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日医工 抗血小板剤 0912中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
172 NS 耳:NS172 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾋﾟｳﾑ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 10mg 日新製薬 鎮痙剤 96中止
172 糖衣錠 白 無 ｼｰﾘﾝｶﾞｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 大原薬品工業 微小循環改善剤 9904中止
172 裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
172 裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0110商品名変更(前:ｱﾚﾋﾞ

ｱﾁﾝ錠)
172 PH 172:5 5mg PH172 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢

PH｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
081107収載

172 ROCHE 172 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ﾛｼｭ 不眠症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
172 ROCHE 172 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 不眠症治療剤 9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
172 TYK172 50μ g:TYK172 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
172 TG 172:10 TG172 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg

｢ﾀﾅﾍﾞ｣
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
尿失禁･頻尿治療剤 080704収載

172 TP 172 TP-172 50mg：50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾊｲﾐｼﾞﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 自律神経調整剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲﾐｼﾞﾝ錠)

172 TTS 172 TTS-172 5mg:5mg 裸錠 淡黄白 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 高田製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
172 Tw 172:0.2 口腔内崩壊錠 帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善

剤
070706収載

173 HD 173 HD-173 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾄﾞｷｻｸﾘｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 菱山製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製 9912中止
173 KW 173:1.0 KW173:KW173 1.0 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 共和薬品工業・ﾏﾙﾎ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0806商品名変更(前:ｶﾙ

ﾌｨｰﾅ錠1.0)
173 ｎ 173 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｺｰﾙ 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 日医工 降圧剤 0706中止 0305本体刻印
173 OH-173 20：20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大原薬品工業－ﾃｲｺｸﾒ

ﾃﾞｨｯｸｽ
Ca拮抗剤 0709中止 0310ﾋｰﾄ変更

900713収載
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173 PH 173:10 10mg PH173 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
PH｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

173 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧本体(98まで) 9801ﾋｰﾄ
変更

173 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 9812本体変更 9802ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 8406収載

173 TG 173:20 TG173 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg
｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

尿失禁･頻尿治療剤 080704収載

173 TP-173 糖衣錠 赤 無 ﾀﾞｯﾄﾘｰﾅ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 竹島製薬 冠血管拡張剤 9504中止
173 TPD 173 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 9408本

体刻印
173 TTS 173 TTS-173 10mg:10mg 裸錠 淡黄白 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 高田製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
173 Tw 173:0.3 口腔内崩壊錠 微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善

剤
070706収載

174 HD-174 200mg:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

乳白 ﾄｺｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺｵｰﾙ) 0306
ﾋｰﾄ変更 0304社名変更
（前：菱山製薬）

174 KW174:KW174 3 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｶﾙﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1011発売
174 NS 174 TFNT NS174 裸錠 白 有 ﾌｧﾝﾄﾚｰﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 日新製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
174 NS 174 NS174 250mg：250mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾝﾄﾚｰﾝ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 日新製薬-科研製薬 筋緊張性疼痛疾患治療

剤
0803中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｧﾝ
ﾄﾚｰﾝ錠)

174 OH 174 OH-174 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾚｼﾞｯｸ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大原薬品工業 持続性Ca拮抗剤 03頃ﾋｰﾄ変更 980710収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

174 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

174
5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

174 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

174 SW 174 SW-174 125mg：125mg 裸錠 白 無 ｺﾘｸｰﾙ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 沢井製薬 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｸｰﾙ) 0410
錠剤形状変更 0304ﾋｰﾄ
変更 00本体変更

174 Th 174 Th174 SR50T:SR50T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神情動安定剤，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

9808中止

174 TP-174 糖衣錠 赤 無 ﾀﾞｯﾄﾘｰﾅ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 竹島製薬 冠血管拡張剤 9504中止
174 Tw 174

200mg
裸錠 白 無 ｴﾙｽﾌﾟﾘｰCA錠200mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 東和薬品 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 060707収載

174 TZ 174 TZ174 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性)

白 無 ﾃﾂｸｰﾙ徐放錠100mg 乾燥硫酸鉄 100mg(鉄とし
て)

あすか製薬-武田薬品工
業

徐放性鉄剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾂｸｰﾙS)，ﾋｰ
ﾄ若干変更(320mg削除

174 糖衣錠 白 無 ﾅﾊﾟｾﾁﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

解熱鎮痛消炎剤 0711中止 0307ｺｰﾄﾞ変更

山医薬品販売
175 HD-175 糖衣錠 青磁 無 ﾄﾗｷﾊﾟｰﾙ錠 塩酸ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 菱山製薬 精神神経用剤 96中止
175 KW 175 KW175:KW175 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘﾚﾁﾝS錠25単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 共和薬品工業 循環障害改善剤

175->KW175) 051216収
載(商品名変更に伴い，
前:ｶﾘﾚﾁﾝS錠) 010907収
載(規格表示変更)

175 MH175 10:MH175 10
10mg

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
10mg)
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175 MH175 10:MH175 10
10mg

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 旧品名(090515ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

175 NV 175 NV175 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｰｺｰﾙ錠10mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg（ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

175 OH 175 OH-175 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾚｼﾞｯｸ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大原薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0409ﾋｰﾄ変更 980710収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

175 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

175
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

175 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

175 R 175 R175:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｲﾃﾞﾊﾞﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 龍角散 持続性Ca拮抗剤 02頃中止 980710収載
175 SW 175 SW-175 250mg:250mg 裸錠 白 無 ｺﾘｸｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 沢井製薬 筋緊張性疼痛疾患治療

剤
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｸｰﾙ錠250)
0208ﾋｰﾄ250mg追加
0005本体変更(175追加)

175 Th 175 Th175 SR100:SR100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
175 25mg TP-175:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｪﾅｼﾄﾞﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 鎮痛・抗炎症剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾅｼﾄﾞﾝ錠)
0210ﾋｰﾄ若干変更

176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾙｺﾙﾅｰﾄ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
176 MY 176 MY176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄

白
無 ﾁﾌﾟﾗｺﾝ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 摩耶堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 中止 980710収載 ﾋｰﾄ表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
176 NS-176 NS176 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾙﾗｲｻﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日新製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 9309中止 900713収載
176 NV 176 NV176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｰｺｰﾙ錠20mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg（ﾌﾙﾊﾞｽ

ﾀﾁﾝとして）
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害

剤
176 OH 176 OH-176 10mg:OH-176

10mg
裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐﾗｰﾄ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大原薬品工業 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

176 ROCHE 176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 持続性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
176 ROCHE 176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄

白
無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 中外製薬・杏林製薬 持続性消炎鎮痛剤 1006杏林製薬中止 1002

中外製薬中止
176 TYK176 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤､ｹ

ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤
0907中止 0806商品名変
更(前:ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

176 Th 176 Th176 SR200:SR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
176 TP-176 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾊｲﾗｰｾﾞ-3号 竹島製薬 消化酵素製剤 9901中止
176 TTS 176:1 TTS-176 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 高田製薬 抗精神病剤 080704収載
177 R 177 R177:30mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾗｸﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 龍角散 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 02頃中止 980710収載
177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾙｺﾙﾅｰﾄ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
177 HD 177 250mg HD-177:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/微黄 ﾄﾗﾝｻﾎﾞﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0612中止 0512供給停止

0304社名変更（前：菱山
製薬）

177 KP 177 糖衣錠 白 無 ｱｷﾞﾌﾄｰﾙS錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 杏林製薬 解毒剤 0312頃中止 97ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

177 KW 177 KW177:KW177 裸錠 薄紅 有 ｶﾙｺｰﾊﾟ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

共和薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙｺｰﾊﾟ錠
100mg)

177 MH177 25:MH177 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

177 MH177 25:MH177 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 旧品名(090515ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

177 MY 177 MY177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾁﾌﾟﾗｺﾝ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 摩耶堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 中止 980710収載 ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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177 NV 177 NV177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｰｺｰﾙ錠30mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg（ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

177 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬・明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

050708収載，ﾋｰﾄ耳：大

177 ROCHE 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 日本ﾛｼｭ 持続性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
177 ROCHE 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 中外製薬・杏林製薬 持続性消炎鎮痛剤 1003杏林製薬中止 1002

中外製薬中止
177 SW 177 SW-177 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 消化管運動改善剤 0203ﾋｰﾄ変更，商品名記

載 960705収載
177 TP-177 裸錠 淡黄褐 有 ﾊﾞｽﾄﾚﾎﾞﾝA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 竹島製薬 利尿降圧剤 9504中止
177 TTS 177:2 TTS-177 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 高田製薬 抗精神病剤 080704収載
177 Tw 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾋﾞﾗｽ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬-東和薬品 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載 以前ﾒｸﾄが

販売していたﾋﾞﾗｽ錠(酪
酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ)とは成分が

178 178 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｺｰﾙ10mg 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 日本医薬品工業 降圧剤 89中止
178 KW 178 0.25:KW178 0.25 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ｱﾒﾙ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080704収載
178 MH178 50:MH178 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
帯黄白 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏ

ｲﾗﾝ｣
ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 090515収載(商品名変更

に伴い，前:ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
50mg)

178 MH178 50:MH178 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 旧品名(090515ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

178 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬･明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

1007頃割線追加 050708
収載，ﾋｰﾄ耳：大日本は

178 Th 178:1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢BMT｣1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神病治療剤 92中止
178 TTS 178:3 TTS-178 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 高田製薬 抗精神病剤 080704収載
178 TYK 178 TYK178 5 糖衣錠 白 無 ﾆﾗﾀｯｸ錠5mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大正薬品工業 心身安定剤 0907中止 0503本体ｺｰﾄﾞ

追加
179 HD-179 裸錠 白 有 ﾄﾗｷﾐﾝ錠(1.5mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 菱山製薬 精神病治療剤 9012中止
179 KW 179 1.0:KW179 1.0 裸錠 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ｱﾒﾙ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080704収載 十字割線
179 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴﾌﾋﾞﾀｼﾞｬｽﾄ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 陽進堂-日本医薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9907中止 9108販売
179 TYK179 裸錠 白 有 ｽﾄﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾄﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠)
179 Th 179 Th179 CLP25:CLP25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠25 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更

900713収載
179 TZ179 0.1 TZ179 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾘｽﾄﾘｰﾑｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製

薬，武田薬品工業
前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0702製造販売会社社名
変更(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
050708収載

180 HC180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg 北陸製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9610ﾋｰﾄ
裏変更

180 HC180 HC180 150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ pH作動型鎮痛･消炎剤 0904中止 0202ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

180 HD 180 HD:HD-180 糖衣錠 白 無 ﾅｲｽﾒﾘﾁﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 菱山製薬 中枢性筋弛緩剤 9611中止
180 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄白 ｶﾙﾏﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9608中止 900713収載

180 NS-180  NS-180 NS180：NS180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾐｾﾝｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

1011中止 0909商品名変
更(前:ﾗﾐｾﾝｽｶﾌﾟｾﾙ)

180 OH-180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾄﾏｰｶﾌﾟｾﾙ ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

大原薬品工業 脂質代謝改善剤 9703中止

180 糖衣錠 白 無 ｴﾎﾟﾌﾞﾛﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9809中止 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

180 PH180 PH180 10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾚｲﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0710中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ) 980710
収載

180 SW 180 SW-180：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20「SW」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載
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180 Th 180 Th180 CLP50 50:CLP50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 920710
収載

180 TSU180 250mg:250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾂﾙﾊﾗ｣

ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 鶴原製薬 高脂質血症治療剤 0908商品名変更(前:ｸﾛﾌｨ
ﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ(ﾂﾙﾊﾗ))

180 Tw 180:10 裸錠 白 無 ｲｿﾆﾄｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 東和薬品 狭心症治療剤 100528収載
181 FPF 181 FPF181:2.5mg 裸錠 白 無 ｴﾌﾋﾟｰ錠2.5 塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ｴﾌﾋﾟｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 0911中止 0509製造販売

元変更，承継に伴い(前:
藤本製薬)

181 KL181 裸錠 白 有 ｺﾀﾞﾊﾟﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 抗てんかん剤 9306中止
181 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄 ｶﾙﾏﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9608中止 900713収載

181 MO 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾘｿﾞﾝ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 持田製薬 静穏筋弛緩剤 9511中止
181 OH 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊｰﾛﾝｸﾞ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大原薬品工業 高脂質血症治療剤 0003中止 920710収載
181 PH181:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｵｺｰﾅｰｶﾌﾟｾﾙ250 ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 消炎鎮痛剤 0609中止
181 ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 930528
収載

181 ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

181 SW 181 SW-181:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10｢SW｣ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

181 TP-181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾟﾝﾎﾘｰﾀ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 竹島製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9504中止
182 FPF182:2.5mg 耳

裏:FPOD-2.5
裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄，淡
黄～黄の斑

無 ｴﾌﾋﾟｰOD錠2.5 塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ｴﾌﾋﾟｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 1011色変更(前:白～微
黄，橙赤～暗褐の斑点)

182 KP 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｮｰﾘﾅｰｾﾞ錠10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 杏林製薬 消炎酵素剤 0006中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

182 MO182 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾚﾘｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 持田製薬 静穏筋弛緩剤 9511中止
182 PH 182 PH182 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ﾄｰﾍﾞﾘｯｸ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 消炎鎮痛剤 9603中止
182 ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 930528
収載

182 ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

182 LASOPRAN 15mg SW- SW-182 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｿﾌﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
182 TSU 182 TSU182 2mg 裸錠 淡赤 有 ｸﾛﾎﾟﾘｼﾞﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 鶴原製薬 降圧利尿剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾛﾎﾟﾘｼﾞﾝ錠)
182 TYK182 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 940708収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

183 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢CH｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

183 HD-183 裸錠 白 有 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 菱山製薬 消炎･鎮痛剤 0010中止
183 LASOPRAN 30mg SW- SW-183 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｿﾌﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
183 TP 183 12.5mg TP-183:12.5mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾌﾟﾘﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  970711収載

183 TYK183 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

184 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢CH｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

184 TP 184 25mg TP-184:25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾌﾟﾘﾙ錠25 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  970711収載

185 糖衣錠 黄～橙黄 無 FAD錠｢日医工｣10 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9203中止
185 TP-185 裸錠 淡黄～黄 有 ﾊｰﾃﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 竹島製薬 代謝性強心剤 9504中止
185 TSU185 100mg 裸錠 淡橙 有 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ錠(ﾂﾙﾊﾗ) ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 鶴原製薬 中枢性筋弛緩剤 9610中止
185 Z 185 Z185 糖衣錠 淡紅 無 ﾒｻﾙﾓﾝ-F錠 日本臓器製薬 代謝性ﾎﾙﾓﾝ剤 0612頃中止 9911ﾋｰﾄ表

記号削除，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ，英字)

186 HC186 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9804ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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186 HC186 HC186 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗炎症鎮痛解熱剤 0504中止 0203ﾋ-ﾄ変更
186 KW 186 KW186 裸錠 白 有 ｺｰﾊﾟﾃﾞﾙ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 共和薬品工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 980710収載
186 糖衣錠 黄～橙黄 無 FAD錠｢日医工｣15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9107中止
186 Th186 Th186 TRN:TRN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更

900713収載
186 TYK 186 TYK186 糖衣錠 白 無 ﾄﾙﾐﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 筋緊張改善剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾙﾐﾅｰﾙ錠)
0502本体ｺｰﾄﾞ追加

186 TZ186 腟錠(楕円形) 白 有 ﾎｰﾘﾝV腟用錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 1mg あすか製薬-武田薬品工
業

ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤(腟用) 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎｰﾘﾝV錠)

187 HC187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9703ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

187 HC187 HC187 25mg:25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗炎症鎮痛解熱剤 0504中止 0203ﾋｰﾄ変更
187 TYK187:TYK187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg｢TYK｣ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｷｾﾌﾞ

ﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ)
187 TP 187 TP-187 50mg:50mg 裸錠 白 無 ｺﾞｸﾐｼﾝ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，

三笠製薬，ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
胆･肝・消化機能改善剤 0504社名変更(前：竹島

製薬) 0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ裏か
ら表へ

187 TSU 187 TSU187 裸錠 淡橙 有 ｸｲﾝﾌﾟﾚｽ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 鶴原製薬 血圧降下剤 0705中止
187 TYK187 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｾﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0812ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾ

ﾙ1mg｢TYK｣に変更)
187.5

187.5mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/薄橙 L-ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 日医工 持続性経口用ｾﾌｪﾑ系抗

生物質製剤
0901中止 0302ｺｰﾄﾞ変更

187.5 187.5:187.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾙｶﾛﾝ錠187.5mg ｱｾｸﾞﾗﾄﾝ 187.5mg 中外製薬 膀胱腫瘍再発抑制剤 1112中止 0910ﾋｰﾄGCR
削除 061208収載(商品名
変更に伴い，前:ｸﾞﾙｶﾛﾝ

188 SW-881 SW-881 SW-881:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 経口抗真菌剤 040709収載
188 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾙﾋﾞﾙ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0407ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載

表->裏他) 990709収載，
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

188 Th 188 Th188 MEQ:MEQ 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｰﾙ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 94ﾋｰﾄ
変更 9108本体ｺｰﾄﾞ化

188 TO-188  TO-188 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg 鳥居薬品 喘息治療剤 0503中止
188 TP 188 GOK100:TP-188 裸錠 白 有 ｺﾞｸﾐｼﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 竹島製薬 胆･肝・消化機能改善剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 970711収

載
188 TP 188 TP-188 100mg 裸錠 白 有 ｺﾞｸﾐｼﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
利胆・胆石溶解剤 0504社名変更(前：竹島

製薬)  02ﾋｰﾄ変更
188 TSU 188 TSU188 CF 裸錠 白～帯黄白 有 ｸﾘｰﾝﾌｧｲﾌﾞ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 鶴原製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0510中止 0012本体記号

追加
189 TP-189 裸錠 白 有 ﾌｧﾄｷｻﾐﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 竹島製薬 脂質代謝･末梢血行改善

剤
9504中止

189 TZ189 0.2 TZ189 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾘｽﾄﾘｰﾑｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0702製造販売会社社名
変更(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
050708収載

190 HD 190 HD-190 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｶﾙｼﾞﾚｰﾄ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｶﾙｼﾞﾚｰﾄ錠)
0409ﾋｰﾄ変更 0304社名
変更（前：菱山製薬）
900713収載

190 Th 190:1 Th190 ROP1 1:ROP1 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 940708
収載

190 TP-190 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝｼｸﾚｰﾄ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 竹島製薬 脳血流障害改善剤 9504中止
190 S 25 TTS-190 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬 統合失調症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売

元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

190 Z 190 Z190 裸錠 白 無 ﾘﾏｰｸ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日本臓器製薬 めまい･平衡障害治療剤 1106中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾏｰ
ｸ錠)
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191 DK191 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾀﾞｲﾔﾛｰｽｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ﾀﾞｲﾄ 抗悪性腫瘍剤 0207中止
191 KW 191：50 KW191 裸錠 白～淡黄 有 ｶﾞｳﾄﾏﾛﾝ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 共和薬品工業 高尿酸血症改善剤 0411本体刻印追加
191 MH 191 MH191 150mg:MH191

150
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ﾏｲ

ﾗﾝ｣
ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 090515収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆｻﾞﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
150)

191 MH 191 MH191 150mg:MH191
150

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090515ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

191 NS 11 NS191：50mg 糖衣錠 白 無 ﾎﾏﾗｲﾄ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日新製薬 筋緊張･循環改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0906迄)
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾏﾗｲﾄ錠)

191 裸錠 橙黄 無 ﾒﾛﾆｰﾙ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 参天製薬 血管強化･止血剤 9507中止 9303変更

191 L X 裸錠 極薄紅 有 ｼﾗﾌﾞﾙ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0404
ﾋｰﾄ変更 0102ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

191 Th 191:3 Th191 ROP3 3:ROP3 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 940708収載
191 TP 191 TP-191 200mg：200mg 裸錠 白 有 ｵｷｼｱｼﾄﾞﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性消炎･鎮痛剤 0902中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
191 TP-191 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾄﾚｽﾎﾞﾝ-E 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 竹島製薬 鎮咳去痰剤 9209中止
191 S 50 TTS-191 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 高田製薬 統合失調症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売

元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

191 TYK191 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
192 糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日本医薬品工業 微小循環改善剤 9302中止
192 Th 192:6 Th192 ROP6 6:ROP6 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 940708収載
192 TP-192 糖衣錠 白 無 ﾓｷﾞﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 竹島製薬 解熱鎮痛消炎剤 9409中止 9301ｺｰﾄﾞ化
192 S 100 TTS-192 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 高田製薬 統合失調症治療剤 091113収載
192 TYK192 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
193 54 193 裸錠(長円形) 白 有 ﾋﾞﾗﾐｭｰﾝ錠200 ﾈﾋﾞﾗﾋﾟﾝ 200mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 981127収載
193 NS NS193：0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾝﾈﾙﾌﾞ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日新製薬 精神安定剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(07～08頃迄)

193.5 SEARLE 509:CR SEARLE 509:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾍﾟｰｽCR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 徐放性不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽCR錠)

194 Th 194 Th194 SDF100:SDF100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 970711
収載

194 TP 194  TP 194 1mg TP-194 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810本体ｺｰﾄﾞ追加 0706
商品名変更(前:ｻﾗﾁﾝｶﾌﾟ

195 KN 195:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢KN｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 小林化工 前立腺癌治療剤 090515収載
195 SW 195 SW-195 20:20mg 糖衣錠 赤褐 無 ﾊﾟﾝﾊﾟｰﾙ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 沢井製薬 肝疾患治療剤 0703中止
195 Th 195 Th195 SDF200:SDF200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 970711

収載
196 TP 196 TP-196 錠剤 白 有 ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｾﾞｵｰﾗﾙ ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

竹島製薬 腫脹緩解用酵素剤 0203中止 950707収載

196 TYK196：TYK196 3 裸錠 白 有 ｼｰｸﾅﾛﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｸﾅﾛﾝ錠)

197 HC 197:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 951201
収載

197 HC 197:200 200:HC197 Bareon200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9701ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

197 HC 197:200 HC197 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ﾛﾒﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 0205ﾋｰﾄ変更

197 ｳﾘﾄｽ 0.1 KP-197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｳﾘﾄｽ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 杏林製薬 過活動膀胱治療剤 070608収載

197 MH 197 MH197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙｼﾞｽﾄ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 広範囲経口抗菌薬 0208中止 9911販売
970725承認
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197 197 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9502本体刻印

197 197 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ変更 9007
収載

197 TP 197 TP-197 錠剤 白 無 ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｾﾞﾊﾞｯｶﾙ ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

竹島製薬 腫脹緩解用酵素剤 0203中止 950707収載

197 TYK197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾈﾃﾞﾘﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大正薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710収

198 HC198 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 900420
収載

198 HC198 100:HC198 Bareon100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0207迄) 9702ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

198 HC198 HC198 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾛﾒﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 0205ﾋｰﾄ変更

198 裸錠 白 有 ﾊﾝｸﾍﾞﾘｰ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 阪急共栄物産 気管支拡張剤 9609中止
198 MH 198 MH198 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙｼﾞｽﾄ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 広範囲経口抗菌薬 0208中止 9911販売

970725承認
198 NV 198 198 糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ錠 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水

ｶﾌｪｲﾝ
1mg，100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 片頭痛治療剤 0803中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ｶﾌｪ
ﾙｺﾞｯﾄ)，ｺｰﾄﾞ変更

198 198 糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 片頭痛治療剤 旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615
迄)，商品名変更に伴い
(新:ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ錠) 0307ﾋｰ

198 TYK198:TYK198 15 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾚｰﾄ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｿﾚｰﾄ錠)

198 糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

片頭痛治療剤 旧ﾋｰﾄ（0307迄） 9709ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9403ｺｰﾄﾞ，色変更

199 P R 裸錠 白 有 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ錠10SV 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 進化製薬-日本医薬品工
業

狭心症･不整脈治療剤 9603中止

199 TYK199 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

β 遮断剤

200 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・興和ﾃﾊﾞ 末梢循環･脂質代謝改善
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)
ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵとｺｰﾄﾞ異な

200 Tu 200 Tu AL-200:Tu AL-200 裸錠 白 有 ｱｲﾗｯｸｽ錠200mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 辰巳化学 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0909商品名変更(前:ｿﾞﾋﾞ
ｽﾀｯﾄ錠200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

200 M 008 M008:M008 200 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠
200)

200 n 212 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 日医工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0405ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載 000707収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 M 008 M008:M008 200 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(090515ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ
錠200mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802ｺｰﾄﾞ変更，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

200 t 310
200mg

裸錠 白 無 ｱｽﾄｽCA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg 大洋薬品工業 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 0911中止 030704収載

200 t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(090324ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠
200mg「ﾀｲﾖｰ｣に変更)
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠)
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200 MPI 221 MPI221：200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 不整脈治療剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表20削

200 Tu 101 Tu101 200mg 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200「ﾀﾂﾐ」 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮痛・解熱剤 050708収載
200 TYK411 200：TYK411

200mg
裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠

200mg(TYK)
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 解熱鎮痛剤 040709収載

200 NP 123 200mg NP-123 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 鎮痛・解熱剤 050708収載
200 IC 460 IC-460 200mg 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ｲｾ ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg ｲｾｲ 解熱鎮痛剤 1005中止 050708収載
200 TSU 020 TSU020 200mg:200mg 裸錠 白 有 ｱﾃﾈﾒﾝ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 鶴原製薬 解熱鎮痛剤 10中止 050708収載
200 TTS 170 TTS-170 200mg 裸錠 白 有 ｱﾄﾐﾌｪﾝ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 高田製薬 解熱・鎮痛剤 050708収載
200 TP 120 200：TP-120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾑｲｻﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ H2受容体拮抗剤 0902中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
200 裸錠 白 無 ｱﾙｾﾛｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性消炎･鎮痛剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ変

更 9802ﾋｰﾄ変更 940708
200 n 126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｸﾛｰﾙ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日医工 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｸﾛｰﾙ錠)
200 MK 29:200 MK29 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠200｢

MEEK｣
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg 小林化工 経口抗真菌剤 080704収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
200 MK 29:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠200｢

MEEK｣
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg 小林化工-明治製菓 経口抗真菌剤 080704収載 小林化工と

ﾋｰﾄ異なる
200 HT 5V TSU044 200mg:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾊﾞﾅｼﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 骨粗鬆症治療剤 0908商品名変更(前:ｲﾊﾞﾅ

ｼﾝ錠)
200 n 149 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟﾘﾌﾟﾗｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日医工 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｲﾌﾟﾘﾌﾟﾗｽﾄ錠)
0310ﾋｰﾄ変更，200mg追
加等

200 ZE 92 ZE92 200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ錠200mg｢ZE｣ ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 全星薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0806商品名変更(前:ｶﾙｽ
ﾃﾉﾝ錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

200 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 旧品名(090324ﾌﾗﾎﾞｷｻｰ
ﾄ塩酸塩200mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

200 PH167:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾀﾞﾌﾞﾙ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

0710中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

200 KN 151 KN151 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200｢KN｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 小林化工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

200 JG C19 JG C19 200:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg｢JG｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

200 Tw 234 Tw234 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾄﾍﾟﾝ錠200)

200 Tw 234 Tw234 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾍﾟﾝ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧品名(080620ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠
200mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
020705収載

200 SW-365 300:300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾊﾟﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 EPA製剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704
収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠（200mg）） 0110
ﾋｰﾄ裏商品名記載

200 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200 SW-325 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
｢ｻﾜｲ｣) 0506本体変更
(前：SWの刻印)

200 腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

抗生物質製剤 0411中止

200 KN 415 KN415 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ錠200「KN」 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg 小林化工-ﾏﾙｺ製薬 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤，気管支喘息治療剤

030704収載
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200 AK 451 AK451 200mg:200 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg あすか製薬-武田薬品工
業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

11頃ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾜｲｽ)

200 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ｵｽﾃﾝ錠)

200 n 513 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日医工･日本薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

200 t 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0910中止
200 R 111 R111：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散 H2受容体拮抗剤 0809中止 0210ﾋｰﾄ変更
200 R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-大正富山医薬品 H2受容体拮抗剤 0809中止 0304大正富山

医薬品販売
200 t  309 裸錠 白 有 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛剤 030704収載 同品名ｶﾙ

ｼﾞｰﾙ錠50，100(ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ
製剤)とは成分異なる

200 ZE 92 CLS ZE92:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｶﾙｽﾃﾉﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 全星薬品工業 骨粗鬆症治療剤 旧品名(0806ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ
錠200mg｢ZE｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

200 KW 162：CBZ 200 KW162 200:KW162
CBZ200

裸錠 白～微黄白 有 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤･躁状態治
療剤

0506本体刻印追加
(CBZ200） 010706収載

200 SD 112 SD112：200mg 裸錠 白 有 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 昭和薬品化工 非ﾋﾟﾘﾝ系解熱･鎮痛剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ｶﾛﾅｰﾙ 錠）

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0403錠剤小型化 0302製
造元変更 0112ﾋｰﾄ変更

200 MK 15 MK15 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢
MEEK｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 小林化工･明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0911本体小型化 060707
収載 小林化工と明治製
菓でﾋｰﾄ異なる(明治製菓

200 Tu 606 Tu606 200:Tu606
200mg(力価)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢TCK｣ ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 辰巳化学・ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0909ｱｲﾛﾑ製薬中止
0907本体ｺｰﾄﾞ変更(前:TU

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

200 EE56 200 EE56 200mg:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
EMEC｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

200 NPI:614 NPI-614:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～帯黄白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
NPI｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧剤型，旧色，旧本体ｺｰ
ﾄﾞ(1102迄) 060707収載

200 NPI 614 NPI-614:NPI-614 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
NPI｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1102剤型変更(前:長円
形)，本体ｺｰﾄﾞ変更，色変
更(前:白～帯黄白)

200 PH 714 PH714 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
PH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060707収載

200 ｔ 62 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

200 TG 137 TG137 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ抗生物質製剤 080704収載

200 MERCK 556 MERCK556 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾒﾙ
ｸ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾒﾙｸ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧品名(080201迄，新品
名:ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
ﾏｲﾗﾝ｣)，ｺｰﾄﾞも変更

200 n 073 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日
医工｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾘｱﾅｰﾙ錠200mg ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ 200mg 田辺三菱製薬 気道分泌細胞正常化剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 011207収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 M 269 M269 200 裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 模範薬品研究所 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0501迄) 000707
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

200 KY 14 KY・CLO-2 200mg:200 裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(前:科薬)
0501製造元，ｺｰﾄﾞ変更
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200 SW-020 200:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｹﾝﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾝﾄﾝS)

200 200mg 裸錠 白 無 ｺﾄﾓｰﾙ錠200mg ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 寿製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

0909(商品名変更，前:ｺﾄ
ﾓｰﾙ錠)

200 KP 160 裸錠 白 無 ｺﾚｷｻﾐﾝ錠200mg ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 杏林製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

変更(前:ｺﾚｷｻﾐﾝ錠) 0307
ﾋｰﾄ裏200mg追加等

200 Tw 151 Tw151 200mg：200mg 裸錠 白 有 ｻｰﾙﾂｰ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 解熱鎮痛剤 050708収載
200 SW 723 SW-723 200mg：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｻｲﾎﾟﾘﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｻｲﾎﾟﾘﾝ錠)
0304ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ)

200 OH 117 200mg:OH-117 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾎﾟﾝ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 大原薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0003中止
200 裸錠 白 有 ｻﾝｱｼﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704頃中止 0310社名変

更 000707収載，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(六角
形様)

淡橙 無 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ﾒｼﾙ酸ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ水和
物

200mg(ｶﾞﾚﾉｷ
ｻｼﾝとして)

富山化学工業-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 070921収載

200 TSU 279 TSU279 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾊﾞｽﾀﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

鶴原製薬 広範囲経口抗菌剤 020705収載

200 Tw 217 Tw217 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟｷｻﾉﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

東和薬品 広範囲経口抗菌剤 020705収載

200 ｎ 517 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾛｷﾉﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg（ｼﾌﾟﾛ
ﾌﾛｷｻｼﾝとし

日医工 広範囲経口抗菌剤 0410ﾋｰﾄ変更 020705収
載

200 SPI 007:200 SPI007 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾛｻｼﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0304製造発売変更（長生
堂製薬へ），旧本体，旧
ﾋｰﾄ 020705収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 JG E26 JG E26:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢JG｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 091113収載
200 101：KSK KSK101 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg「ｸﾆﾋﾛ」 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 皇漢堂製薬 H2受容体拮抗剤 101119収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠「ｸﾆ
ﾋﾛ」200mg)

200 CH1 CH1 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

H2受容体拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｶﾒｯﾄ錠
200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

200 HD 115 200mg HD-115:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁﾗﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾒﾁﾗﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬） 900713収載

200 糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠200mg ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬・日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ
錠，50mgと200mgが同じ
商品名だった)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙｶｰｾﾞｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 H2受容体拮抗剤 0907ﾋｰﾄ表200mg追加
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾙｶｰｾﾞｯﾄ錠)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ H2受容体拮抗剤 0808中止 0806製造販売
元変更(前:日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬) 0302ｺｰﾄﾞ変更

200 KW 227 KW227 200:KW227 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠200mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 抗精神病剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠200)

200 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｽﾃﾛｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 寿製薬 代謝拮抗剤 0909商品名変更(前:ｽﾃﾛ
ｼﾞﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)

200 NCP 122A NCP122A：200 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾝﾄｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日本ｹﾐﾌｧ 有痛性痙縮治療剤 0806中止 9701ﾋｰﾄ変更

200 SS 320 SS320:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾍﾟﾘｱ錠200 ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ 200mg 久光製薬 気道分泌細胞正常化剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ
り) 011207収載
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200 RU:009 U RU 009U 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾑ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙｶﾞﾑ200mg
錠) 0112ﾋｰﾄ変更 9703ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 KW 222：200 222:KW222 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 旧品名(050610迄)，品名
変更に伴う(新：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ
錠200mg｢ｱﾒﾙ｣)

200 Kw 222：200 222:Kw222 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200「ｱ
ﾒﾙ｣)

200 Tw 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
200 MP 2 ORGANON MP2:200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 高血圧症･狭心症･不整

脈治療剤
0906中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ)

200 n 376 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾟﾛﾌﾞﾛｯｸ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 日医工 血管拡張性β 1遮断薬 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

血管拡張性β 1遮断薬 0909商品名変更(前:ｾﾚﾌﾟ
ﾄﾛｰﾙ錠200mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更

200 裸錠（楕円形) 白 有 ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
(COX-2選択的阻害剤)

070316収載

200 635 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾀｲｾﾌﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質製剤

01頃中止 9711ﾋｰﾄ変更

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大日本住友製薬 H2受容体拮抗剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更（製造
元変更に伴い）

200 ZE 21 ZE21 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸錠200mg｢
ZE｣

ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 全星薬品工業-全星薬品 鎮痛･抗炎症剤 0911中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｻﾑ
ﾅﾝﾄ錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

200 Tw:TI
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠)，

200 KN 121 KN121 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｵｶﾞﾑ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 小林化工 鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｵｶﾞﾑ錠)

200 TSU 380 TSU380 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｽﾀﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 H2受容体遮断剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｽﾀﾒｯﾄ錠)

200 Tw 122 Tw122 200mg:200mg 裸錠 白 有 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 東和薬品 気管支拡張剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠
200)

200 CG 214 200mg：200mg CG 214 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

0208ﾋｰﾄ変更

200 KH 114 KH114 200mg：200mg 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

200 L T 徐放錠 白 有 ﾃﾙﾀﾞﾝL錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

200 徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

200 PH2182 200mg：200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾄｰｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 経口痔核治療剤 0912中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄｰｸ
ﾛﾝ)

200 Tw 232 Tw232 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾄｰﾜｷｻﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 東和薬品 広範囲経口抗菌剤 0701中止 970711収載
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （統合失調症，うつ病・う

つ状態）
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

200 KH 101 KH101 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｰﾙ錠200 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1003中止 0810社名変
更，合併に伴い(前:協和
発酵工業) 071221収載
(商品名変更に伴い，前:

200 裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0008中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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200 M402  M402 M402 200mg:M402 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ
200mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢
日医工｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 日医工 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

200 OH 111 OH-111 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾅｽ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

200 TYK240 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止
200 EE 52 EE52 200：200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ錠200｢EMEC｣ ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 広範囲経口抗菌剤 0007販売 000218承認

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
200 FJ 08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 0409本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
200 LT 2:☆ORGANON LT2：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg MSD 抗てんかん剤，躁病・躁

状態治療剤
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9710ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826

200 TSU 575 TSU575 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾌﾛｷｻｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 鶴原製薬 広範囲経口抗菌剤 9812本体ｺｰﾄﾞ追加(TSU
575) 970711収載

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾆﾝｺｰﾜ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 興和-興和ﾃﾊﾞ 頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興和
創薬) 0310本体ｺｰﾄﾞ044
裏→表

200 MPI 132 MPI132 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･大日本住友
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

0707製造販売会社社名
変更(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)
0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

200 HRT:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾊﾞｰﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 佐藤薬品工業－わかもと
製薬

頻尿治療剤 0607頃中止 04頃記号裏
→表等

200 Kw VPA R 200:Kw VPA R 200 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑSR錠
200mg｢ｱﾒﾙ｣

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤 躁病･躁状
態治療剤

060707収載

200 HC 197:200 HC197 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ﾛﾒﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 0205ﾋｰﾄ変更

200 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤、躁病・躁
状態治療剤

0405頃製剤変更（小型
化） 010706収載(商品名
の変更 前:ﾊﾞﾚﾘﾝ錠)

200 TKS 353 TKS353 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾛｸｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 広範囲経口抗菌剤 0602頃中止 0110販売元
変更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

200 TYK324 200 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 VH2 VH2 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠200mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0606ヒートｺｰﾄﾞ変更
（VH2->VH200)，ﾋｰﾄ裏記

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄～淡黄
褐

無 ﾋﾟﾚｽﾊﾟ錠200mg ﾋﾟﾙﾌｪﾆﾄﾞﾝ 200mg 塩野義製薬 抗線維化剤 081212収載

200 PH 367 PH367：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾙｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

200 PH 613 PH613：200mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾙﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質
製剤

0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

200 NS 345 NS345：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌｨｵﾗﾝｽ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日新製薬 骨粗鬆症治療剤 0812商品名変更(前:ﾌｨｵﾗ
ﾝｽ錠)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg（ﾌｪﾉﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝとして）

山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0403中止 0302ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

200 259 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾝﾄﾞｷｼﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0101中止 9801ﾋｰﾄ変更
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200 TC401  TC401 TC401 200mg：TC401
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾄﾗﾌｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾄﾗﾌｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0608ﾋｰﾄ表記号，裏
200mg追加 0207ﾋｰﾄ裏記

200 DK 352
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ﾀﾞｲﾄ-ｻﾝﾄﾞ 高脂血症治療剤 0804中止 0602ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601販売元社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

200 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ塩酸塩錠
200mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠)

200 DK 101 DK101 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｻｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 頻尿治療剤 0805ﾋｰﾄ表200mg追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾎﾞｻｰﾄ錠)

200 Tw 110 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾗﾎﾞｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 東和薬品 骨粗鬆症治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾌﾗﾎﾞｽﾃﾝ

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 広範囲抗菌性化学療法
剤

1101中止

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
200 SW 679 SW-679 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌﾛｷｼｰﾙ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
沢井製薬 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 020705収載

200 314 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ﾌﾛﾌﾄﾗﾝE錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗悪性腫瘍剤 0803中止 9803ﾋｰﾄ変更

200 KC 26 KC26 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾌﾟﾛﾐﾄﾞ錠200mg ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾐﾄﾞ 200mg 科研製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾐﾄﾞ錠)
0205ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9706ﾋｰﾄ変更

200 JD 07 JD07 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾍﾟｲﾄﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし
て）

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 広範囲経口抗菌剤 050708収載 (97年中止の
ﾍﾟｲﾄﾝ錠100は本剤と異な
りｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾞ錠200mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg 小野薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息)

0304ﾋｰﾄ200mg追加 9707
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920522収載

200 Tw 272 Tw272 200:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞｽﾀｰSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 990709収載
200 OH 202 OH-202 200mg:OH-202

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞｾｰﾌ錠SR200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大原薬品工業 高脂血症治療剤 0712中止 990709収載

200 SW 422 SW-422 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾃｰﾄSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 KN 237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾃﾘｵSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林化工 高脂血症治療剤 0612中止
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢

ﾀﾅﾍﾞ｣
ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
高脂血症治療剤 0909商品名変更[前:ﾍﾞﾌｧ

ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)
200 NPI 218 NPI-218:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾄﾛｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日本薬品工業 高脂血症治療剤 0703中止 990709収載
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0712迄，新:ﾍﾞﾌｧ

ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞも変更

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0909ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ
SR錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更) 0712商品名変更(前:
ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠)，ﾋｰﾄｺｰ

200
259

軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白～淡ﾍﾞｰ
ｼﾞｭ

ﾍﾓｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg 天藤製薬-武田薬品工業 経口痔核治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾓｸﾛﾝ)

200 MM 719
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0603ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)
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200 TSU662 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾗﾎﾞﾗﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 鶴原製薬 頻尿治療剤 0908商品名変更(前:ﾎﾞﾗ
ﾎﾞﾗﾝ錠)

200 PH 312 PH312：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾑｰﾋﾞﾆﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 骨粗鬆症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｰﾋﾞﾆﾝ錠)

200 MH839 MH839 200mg：200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾙｸﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工
業

慢性腎不全用剤 旧品名(090515球形吸着
炭ｶﾌﾟｾﾙ200mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に
変更) 0802社名変更(前:ﾒ
ﾙｸ製薬)

200 SW 448 SW-448 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗｲﾍﾟｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

200 M F 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0501中止 9807製造元，

一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
200 TKS 451 TKS451 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｱﾀﾞﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，

科研製薬
頻尿治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾙｱﾀﾞﾝ錠)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 中枢神経賦活剤 0107中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 SW-284 200:200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾙﾅｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 沢井製薬 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾅｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄSW-284裏→表等

200 ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg MSD 抗ｳｲﾙｽ剤(C型慢性肝炎
治療剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

200 糖衣錠 白 無 ﾛｲｺﾏｲｼﾝ錠<200mg> ｷﾀｻﾏｲｼﾝ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0601頃中止 0310社名変
更 9708ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9308本体変更

200 PH 268 PH268：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾗｰﾑ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 頻尿治療剤 1003大正薬品工業中止
0806商品名変更(前:ﾛﾗｰ
ﾑ錠)

200 MH839 MH839 200mg：200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 球形吸着炭ｶﾌﾟｾﾙ200mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

球形吸着炭 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工
業

慢性腎不全用剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙｸﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ200mg)，ｶﾌﾟｾﾙｻｲｽﾞ変
更(2号→1号)

200 KW 371:200 KW371 200:KW371 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 共和薬品工業 躁病・躁状態治療剤 95年中止のﾆﾄﾛｽﾛｰ錠
(成分:硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ)と同
じｺｰﾄﾞ

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大日本住友製薬 精神･情動安定剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200)

200 AC200 AC200:AC200 Ml-S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾐﾆﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 天野製薬-山之内製薬 消化酵素剤 0003中止 9802本体，ﾋｰﾄ
変更(製造元変更の為)

200 RY-21.A.200 RY-21.A.200 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
200mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

200 SN 1 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0312中止 010706収載
200 ACV 200 TAIYO 625:200mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 ZE 61 ZE61 ANS200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆﾍﾞｿｰﾙSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 全星薬品工業 高脂血症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更 990709収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ）

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾄﾗｷｼﾝ錠 ﾒﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 第一製薬 精神神経安定剤 9207中止
200 B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放

性）
白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)

980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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200 B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾃﾞﾅｰﾙL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

200 HC 197:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 951201
収載

200 MPI 132 MPI 132 200:BARNETIL
200

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更

200 HC 197:200 200:HC197 Bareon200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9701ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

200 ZE 91 ZE91 BAS:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｽﾃｨｰﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 全星薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0712商品名変更(前:ﾊﾞｽ
ﾃｨｰﾝ錠) 0307ﾋｰﾄ変更

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾈｸｻﾊﾞｰﾙ錠200mg ﾄｼﾙ酸ｿﾗﾌｪﾆﾌﾞ 200mg(ｿﾗﾌｪ
ﾆﾌﾞとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗悪性腫瘍剤/ｷﾅｰｾﾞ阻
害剤

080418収載

200 BM 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載(品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠)

200 BMS 200mg 6672 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽECｶﾌﾟｾﾙ200 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 200mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010309収載
200 BMS 200mg 3631 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ200mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 200mg（ｱﾀｻﾞ

ﾅﾋﾞﾙとして）
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 第一製薬 脳循環代謝改善剤 9911中止 97ﾋｰﾄ裏変更

記載(ｶﾀｶﾅ
200 BM 2 BM2 BZ200:Bezalip ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日本ﾛｼｭ 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9808会

社統合に伴い承継
941209収載

200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 東京田辺製薬 子宮内膜症治療剤 9702中止 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠
200mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 0004中止 99ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ錠200mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

広範囲経口抗菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾌﾛｻｼﾝ錠
200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾐｴﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 長生堂製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9710中止 960705収載

200
200mg

裸錠 白 有 ｱﾆﾙｰﾒ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

解熱鎮痛剤 030704収載

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(0909ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩
酸塩錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

200
200mg 200

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾛｻｼﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 旧品名(090925ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻ
ｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0304製
造発売変更（新日本薬品

200 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

200 CIZELIN 200 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
200 CL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0809迄)
200 CL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断薬 0809ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
200 SCL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾝ

ﾄﾞ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

200 CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤 060707収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠｢ﾍｷ
ｻﾙ｣200mg) 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
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200 裸錠 淡黄 無 ｼﾅｰﾙ配合錠 塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝC･ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ
配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾅｰﾙ錠
200)，本体･ﾋｰﾄ裏200削

200 Sc 113 Sc113 COC200 裸錠 白 有 ｺｶｰﾙ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 三和化学研究所 解熱鎮痛剤 040709収載
200 CRIXIVAN 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾘｷｼﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 硫酸ｲﾝｼﾞﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ

付加物
200mg MSD HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤

(AIDS治療薬)
1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

200 CY 22 CRY-200 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾛｲｼﾝ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
200 CX 200 CX200：200 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾞｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1012中止

200 SEARLE 111 SEARLE 111 裸錠 (形状:六
角形)

白 有 ｻｲﾄﾃｯｸ錠200 ﾐｿﾌﾟﾛｽﾄｰﾙ 200μ g ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 抗NSAID潰瘍剤

200 Sc 235 Sc235 DAN200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾞﾝｽｰﾙ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 三和化学研究所 H2受容体拮抗剤 0207ﾋｰﾄ裏記号(Sc235)
表へ 9605ﾋｰﾄ商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

200 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾈﾙ錠200 ｴﾁﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本住友製薬 骨代謝改善剤 14錠ﾋｰﾄには｢DID-200｣
記載なし 0205ﾋｰﾄ変更

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾒﾅﾝ錠200mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息治療剤)

0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠200mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠)
200 ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状

改善剤
9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

200 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｲﾝﾌﾘｰSｶﾌﾟｾﾙ200mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

200 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(0909迄) 0701ﾋｰﾄ
表200mg追加，商品名変
更に伴い 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾕﾍﾞ
ﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ)

200 裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
200 ED 200 ED200:ED200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲｽﾗｯｸ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
0806ﾋｰﾄｺｰﾄﾞED追加

200 腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 富山化学工業 抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 9510ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟﾚﾅｰﾄ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 藤永製薬 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

旧包装（0407迄） 0306ﾋｰ
ﾄ変更，商品名記載等

200 EP200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟﾚﾅｰﾄ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｴ
ﾋﾟﾚﾅｰﾄ錠)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
200 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
200 PT F20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾀﾞｲﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 子宮内膜症治療剤

200 200 耳:FH200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 FH錠｢三井｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 三井製薬工業 抗悪性腫瘍剤 9910中止
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法

剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

200 糖衣錠 白 無 ﾌﾚｷｼﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 塩野義製薬 頻尿治療剤 0004中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 FMT200 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾌｴﾑ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 0011中止
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9708ﾋｰﾄ

裏変更
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200 FP 200 200:TYK122 200 裸錠 白 有 ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠200mg｢TYK｣ ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠

200 FP 200 200:TYK122 200 裸錠 白 有 ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大正薬品工業 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠
200mg｢TYK｣に変更)

200 FST200 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾌｧｽﾃﾘﾝ200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 中止
200 FZ 60 FZ60 200mg:200mg 糖衣錠 白 無 ﾐﾅﾙﾌｪﾝ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾏﾙﾎ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0811中止
200 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
帯黄白 ｿﾒﾄｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ改善剤 9312中止

200 200mg GILEAD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾑﾄﾘﾊﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ 200mg 日本たばこ産業-鳥居薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 050406収載
200 GPN 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠200mg ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗てんかん剤 060915収載
200 HD 200 HD-200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/暗赤 ﾊｲﾄｺﾊﾞﾐﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 菱山製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0010中止
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ（0110ﾋｰﾄ

HIS200mg削除，商品名
200 KH 405 KH405 200mg:HYSH

200mg
裸錠 白 有 ﾋｽﾛﾝH錠200mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
200mg ﾌｧｲｻﾞｰ-協和発酵ｷﾘﾝ 抗悪性腫瘍経口黄体ﾎﾙ

ﾓﾝ剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾛﾝH200)

200 I 200:FJ 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾄﾌﾗﾎﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 富士製薬工業 骨粗鬆症治療剤 9904中止 970711収載
200 IF 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ錠200mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業･三和化学

研究所
骨粗鬆症治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｵﾘｺｯｸ錠)
200 IF 裸錠 白～帯黄白 無 ｵﾘｺｯｸ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業･三和化学

研究所
骨粗鬆症治療剤 旧品名(071221迄，新品

名:ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ錠200mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣) 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

200 IS200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄白 ｱｲﾛｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 200mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9306中止
200 IT200 糖衣錠 淡褐 無 ｱｲﾛﾀｲｼﾝ錠(200mg) ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0011中止 98ﾋｰﾄ記号削
200 糖衣錠(楕円 橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
200 糖衣錠(楕円

形)
橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9705ﾋｰﾄ

変更
200 SD 614 糖衣錠 橙 無 ｼﾞｮｻﾚｯﾄ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 昭和薬品化工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0606頃中止
200 KB 耳:KB-200 裸錠 白 無 ﾌｪﾝﾀｰﾙ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗悪性腫瘍剤 0101中止
200 KB H200 HS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(0105迄) 97ﾋｰﾄ裏

記号削除，商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 高脂血症治療剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠）

200 KH 804 KH804 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ錠200 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗生物質製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

200 KH103 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝ錠200 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

200 KH107 KH107 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 協和発酵工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0009中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9303ﾋｰﾄ

200 KL 200 KL 200:M N 裸錠 白 無 ﾒﾄﾛﾆｰﾅ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日本ｶﾞﾚﾝ めまい･平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9610まで) 9501社
名変更

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 9702ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
910524収載

200 KP 721
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 杏林製薬 広範囲経口抗菌剤(ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ系)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾝﾃｯｸ錠200mg ﾏﾛﾁﾗｰﾄ 200mg 第一三共 肝蛋白代謝改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝﾃｯｸ錠)

200 KW ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200 200:KW358 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 共和薬品工業 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

200 L200 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ﾚ
ｷｼﾝ錠)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 9703中止
200 L T 徐放錠 白 有 ﾃﾙﾀﾞﾝL錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 0905中止 0708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

74 / 276 ページ



200 m 200 TTS-636 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｶ ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 高田製薬･大原薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
200 M 200 FJM200:200 200mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠200 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
200mg 富士製薬工業 抗悪性腫瘍経口黄体ﾎﾙ

ﾓﾝ製剤
0309ﾋｰﾄ変更，表200mg
削除等 990709収載

200 Sc 240 MAD 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾏﾃﾞｿｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 三和化学研究所 脳循環代謝改善剤 9504中止 900713収載
200 MERCK 008 MERCK008

200:MERCK008 200mg
裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾒﾙｸ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0801迄)，社名変

更に伴い 0607社名変更
200 MO200 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
200 MPI 122 MP1122:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾗﾄﾞｰﾙ錠200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0205ﾋｰﾄ変更(表
MPI122追加等)

200 裸錠 白 有 ｶﾞｽｾﾞﾛﾝS ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 日本医薬品工業 消化器内ｶﾞｽ駆除剤 9107中止
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 有 ｾﾚｸﾄｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 日本新薬 血管拡張性β 1遮断薬 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

0107割線入 9705ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ削除，表商品名記載(ｶ

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9710ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826

200 ｎ 659 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞﾈｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日医工 頻尿治療剤 0806商品名変更(前:ﾌﾗﾎﾞ
ﾈｰﾄ錠)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠200mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 010907収載(商
品名の変更 前:ﾅﾊﾟﾉｰﾙ

200 NC200 200mg：200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄橙 ﾆｺ200ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 堀井薬品工業-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ
ﾏ

脂質代謝･血行障害改善
剤

0404製造元社名変更
(前：東亜医薬品工業)

200 NC NC 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙｺｼﾞﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 岩城製薬 広範囲経口抗菌剤 0510中止 0501ﾋｰﾄ変更，
裏IW削除等

200 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，東洋ｶﾌﾟｾﾙ

末梢循環･脂質代謝改善
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512頃迄)，承継
に伴い(東洋ｶﾌﾟｾﾙへ)
0107製造元社名変更(前:
日清製粉)

200 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

末梢循環･脂質代謝改善
剤

0806販売元変更(前:日清
ｷｮｰﾘﾝ製薬) 東洋ｶﾌﾟｾ
ﾙ，興和ﾃﾊﾞとｺｰﾄﾞ異なる

200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾉｲｴﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍
治療剤

1010製造販売元変更(前:
第一三共)

200 NF 200:W NF200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾏｲﾃﾗｰｾﾞ錠10mg 塩化ｱﾝﾍﾞﾉﾆｳﾑ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 重症筋無力症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｲﾃﾗｰｾﾞ)

200 NN 200 NN200 裸錠 白 無 ﾒﾄﾛﾆｰﾅ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工 めまい･平衡障害治療剤 0605頃中止 0504社名変
更(前：日本ｶﾞﾚﾝ，合併に
より)

200 N2
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0910中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ表
200追加，ﾋｰﾄ裏記号変

200 NR 422 NR422:200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/白 ﾌﾙﾂﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200 ﾄﾞｷｼﾌﾙﾘｼﾞﾝ 200mg 中外製薬 抗悪性腫瘍剤 1010頃ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ裏
NR422削除等)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製
薬

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

200 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾅﾄﾌｪﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日清製粉-日清製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 9512中止

200 NVR TKI 200mg:NVR TKI 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾀｼｸﾞﾅｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾆﾛﾁﾆﾌﾞ水和物 200mg(ﾆﾛﾁﾆ
ﾌﾞとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤(ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ
ｾﾞｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

090313収載

200 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 940708
収載

200 OH 115
115

裸錠 白 有 ｸﾞｯｾﾘﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大原薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 9803中止 940708収載

200 OH 114 OH-114 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｴｰｽ錠200 ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg 大原薬品工業 非酸性消炎鎮痛剤 920710収載
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200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(11頃迄) 0312社

200 Th 143 Th143 OXT200:OXT200 裸錠 白 無 ｵｷｻｯﾄ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 持続性消炎･鎮痛剤 9808中止 940708収載
200 PATOLOS 200mg 錠剤 黄橙 無 ﾊﾟﾄﾛｽ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 東光薬品工業-ﾗｸｰﾙ薬

品販売
抗てんかん剤 00頃中止

200 PH200 裸錠 白 有 ｱｾﾀｿﾞｰﾙｱﾐﾄﾞ錠｢ﾐﾀ｣ ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 9503中止
200 PH612 200 200:PH612 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾐﾀﾄﾆﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 広範囲経口抗菌剤 0912中止
200 MM 719 MM719:PNT200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9801製

造販売元変更
200 Sc 225 Sc225 PRO200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｸﾞｯﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 三和化学研究所 頻尿治療剤 0606品名変更(前:ﾌﾟﾛｸﾞｯﾄ

錠)
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 101119収載
200 RESCRIPTOR 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～灰白 無 ﾚｽｸﾘﾌﾟﾀｰ錠200mg ﾒｼﾙ酸ﾃﾞﾗﾋﾞﾙｼﾞﾝ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ-第一三共 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:三共) 0304社名変
更（統合に伴い） 0106輸
入元変更 000403収載

200 RIB 200:ROCHE RIB200:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡赤 無 ｺﾍﾟｶﾞｽ錠200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg 中外製薬 抗ｳｲﾙｽ剤 070316収載

200 ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 930528
収載

200 RU:009 U RU 009U 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾑ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙｶﾞﾑ200mg
錠) 0112ﾋｰﾄ変更 9703ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 裸錠 白 無 ｱﾙｾﾛｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性消炎･鎮痛剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ変
更 9802ﾋｰﾄ変更 940708

200 S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9804
ﾋｰﾄ変更 960705収載

200 S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1011中止 0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更

200 S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止
200 S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｸﾀﾞｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 本草製薬 広範囲抗菌剤 04頃中止 980212承認
200 KRH102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ｸﾚﾊ-第一三共 慢性腎不全用剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200)

200 SCL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

200 Th 195 Th195 SDF200:SDF200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 970711
収載

200 SEROQUEL 200 200mg:SEROQUEL200
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸｴﾙ200mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 091113収載

200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白(青ﾊﾞ
ﾝﾄﾞｼｰﾙ)

ｾﾌﾃﾑｶﾌﾟｾﾙ200mg ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 200mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9902ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 921127収

200 Slo-bid 200mg UPJOHN Slo-bid 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売
社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
200 Slo-bid 200mg Slo-bid 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200)
200 SNF 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾝﾉﾙﾌ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 広範囲経口抗菌剤 0703中止 960705収載
200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 Th 176 Th176 SR200:SR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
200 耳:SUN-F200 裸錠 白 無 ｻﾝﾌﾗｰﾙ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成工業 抗悪性腫瘍剤 9912中止
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200 SW 307 SW-307 200：200mg 裸錠 白 有 ｱｼﾛﾍﾞｯｸ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 沢井製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 SW 011 SW-011 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｷｻﾌﾛｰﾙ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707収

200 SW 200 SW-200 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛﾃｲﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 SW 398 SW-398 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT200)

200 SW 901 SW-901 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁﾊﾟｰﾙ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 9310再開 92中止
200 SWCM 200 SW-CM200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

200 SW 108 SW-108 200：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｷｻﾌﾟｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0706中止 03ﾋｰﾄ変更，表
200追加等 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-XZ200)削除

200 SZT SZT200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼｵｻﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 尿路感染症抗菌剤 0601中止 980710収載
200 T 72 裸錠 白 無 ｱﾙﾎﾞ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬

品
持続性消炎･鎮痛剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾙﾎﾞ200)
0304大正富山医薬品販
売 0304ﾋｰﾄ変更（mg追加

200 裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠200 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 200mg 大正製薬 不整脈治療剤 9503中止 920828収載
200 T 18 200mg:T18 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬

品
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0804迄) 0608ﾋｰﾄ

等) 0403頃錠剤小型化
200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透

明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

200 200 T652
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡黄 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ｳｲﾙｿﾝ病治療剤･金属解
毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
200) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

200 T 703
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾏｽ錠200 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

躁病･躁状態治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0111ﾋｰﾄ変更 010907
収載(商品名の変更 前:
ﾘｰﾏｽ200)

200 M421 TA-200 裸錠 白 有 ﾁｱﾌﾟﾛｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 模範薬品研究所 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9105中止

200 SBS 424 SBS424 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 0104製
造元変更 9708ﾋｰﾄ裏変
更(200TAG削除)

200 ACV 200 TAIYO ACV200:200mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
200 TC 200 TC219SV 裸錠 白 有 ﾗﾅﾀｰﾙ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 進化製薬 脂質代謝･末梢血行改善

剤
9603中止

200 CG 214 TEG200:CG 214 TEG200 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

旧ﾋｰﾄ(0208迄) 920710収
載

200 THEO-DUR 200 裸錠(楕円形) 白(斑点) 有 ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 田辺三菱製薬 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾃｵﾄﾞｰﾙ

200 THEO-SLOW 200 200:KW330 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｵｽﾛｰ錠200)
ｾﾞﾘｱとﾋｰﾄ異なる

200 THEO-SLOW 200 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠200) 共和とﾋｰﾄ異な
る

200 200 TTS-271 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｶﾐｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 高田製薬 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀｶﾐｼﾞﾝC錠
200mg) 9406本体刻印
900713収載
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200 Th 282 Th282 TOG200:TOG200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄｰｶﾞｽﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ H2受容体拮抗剤 9808中止 95ﾋｰﾄ変更 94
再開 9111中止

200 裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
200 Tw 174

200mg
裸錠 白 無 ｴﾙｽﾌﾟﾘｰCA錠200mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 東和薬品 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 060707収載

200 Tw 002
200mg

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 東和薬品 抗てんかん剤，躁病･躁
状態治療剤

060707収載 東和のｱﾌﾟﾚ
ｼﾞﾝ錠10(塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ，
中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

200 Tw 714
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｸﾓｰｽ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 東和薬品 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

200 TP 191 TP-191 200mg：200mg 裸錠 白 有 ｵｷｼｱｼﾄﾞﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性消炎･鎮痛剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

200 TSU 132 TSU132 200mg 裸錠 白 無 ｵｷﾈｽｼﾞﾝ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 持続性消炎鎮痛剤 0805中止
200 TSU200 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾂ

ﾙﾊﾗ｣
ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 鶴原製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄC(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

200 TSU648 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾘｱﾄｰﾙSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 鶴原製薬 高脂血症治療剤 0708中止 000707収載
200 Tu-AM 200 Tu AM-200 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾓﾘﾝﾀﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 辰巳化学 持続性消炎･鎮痛剤 0401中止 950707収載
200 Tu-BU 200 Tu-BU 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾍﾞﾙﾙﾝ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg 辰巳化学 非酸性消炎･鎮痛剤 9912中止 940708収載
200 Tu-CM 200 Tu CM-200 裸錠 白 有 ｺﾐﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 辰巳化学 脂質代謝･末梢血行改善

剤
中止

200 Tu EL･200 Tu EL･200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾙｸﾞﾘﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 辰巳化学 粘膜防御性 胃炎･胃潰
瘍治療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｸﾞﾘﾙｶﾌﾟｾ

200 Tu-ER 200 TuER-200 200:TuER-200
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg「ﾀﾂﾐ」 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・抗炎症
剤

0706中止 030704収載

200 Tu-IE 200 Tu IE-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲｼﾒｯﾄ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢

200 Tu-IE 200 Tu IE-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢TCK｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｼﾒｯﾄ錠)

200 Tu IF-200 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ﾀﾂﾐ｣200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 96中止
200 Tu LB-200 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾄﾎﾞﾚｰﾙ錠｢200｣ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 頻尿治療剤
200 Tu-PR 200 TuPR-200 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾌﾟﾘﾓｰﾙ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 辰巳化学 広範囲経口抗菌剤 030704収載
200 Tu-SL 200 Tu SL-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾘﾒﾝ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 辰巳化学 鎮痛･抗炎症剤 0911辰巳化学中止 0810

ｻﾝﾄﾞ中止
200 Tu SN-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｻﾉﾃﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗てんかん剤，躁病･躁

状態治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾉﾃﾝ錠)

200 Tu-SU 200 200:Tu SU-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼｰﾇﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 辰巳化学 広範囲経口抗菌剤 1002中止 950707収載
200 Tu-TD 200 Tu TD-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾂﾒｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 辰巳化学 脳循環代謝改善剤 9905中止 900713収載
200 Tu TS･200 Tu TS･200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾀﾂﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 辰巳化学 尿路感染症用抗菌剤 920710収載
200 Tw.BBT200 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9310中止
200 Tw:FB

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾗｷｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 東和薬品 頻尿治療剤

加等)，商品名変更に伴
い 0612商品名変更(前:ｱ
ﾎﾟﾗｷｰﾄ錠)

200 Tw.LMZC  Tw.LMZC
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾗｸﾏｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 東和薬品 胃粘膜障害治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾗｸﾏｰｾﾞｶﾌﾟ

200 TYK200 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

β 遮断剤

200 TYK225 200 裸錠 白 無 ｻﾙﾎﾞﾅｰﾄ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0707中止
200 TYK192 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
200 TZ233 TZ233 200:TZ233 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾌﾅﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 帝国臓器製薬 子宮内膜症治療剤 9803中止 920710収載
200 P F:U 200 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠

200mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

200 P F:U 200 Otsuka PF U200
200mg:200mg

徐放錠 白 有 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠200(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
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200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾍﾞﾈｷｻｰﾄﾍﾞｰﾀﾃﾞ
ｸｽ

200mg 塩野義製薬 胃粘膜防御機構増強 胃
炎・胃潰瘍治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾ

200 CH 裸錠 白 有 ｳｷｻﾓｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 長生堂製薬 脂質代謝異常･末梢血行
障害改善剤

9505中止 9108ﾋｰﾄ
(USM-200)削除

200 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
200 Pfizer：VOR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載

200 Pfizer：VOR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載

200 WHR 200 Upjohn WHR 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-日本ｱｯ
ﾌﾟｼﾞﾖﾝ

気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

200 WHR 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
200 Y:BT 200 Y-BT200 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾁｰﾙ錠200mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 04ﾋｰﾄ変更
200 KK 313 Y-BZA200 200mg:Y-

BZA200
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢

KOBA｣
ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林薬学工業-ｳｪﾙﾌｧｲ

ﾄﾞ､吉富薬品
高脂血症治療剤 0012中止 980710収載

200 Y HX200 Y-HX200 裸錠 淡黄 無 ﾍｸｻﾆｼｯﾄ錠 ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 吉富製薬 末梢血管拡張剤 0001中止 9711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
化，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 Y:LI 200 Y-LI200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200｢ﾖｼﾄﾐ｣ 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

躁病･躁状態治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等

200 YO MG3 YO MG3 200mg:YO MG3 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠200mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 200mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 010706収載
200 Z200 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢日

本臓器｣
ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日本臓器製

薬
骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

200 ｲﾝﾌﾘｰ200 200mg:200 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｲﾝﾌﾘｰSｶﾌﾟｾﾙ200mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症
剤

0907ｺｰﾄﾞ変更

200 ｸﾗﾘｽ 200 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0804ｺｰﾄﾞ変更

200 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑR 200mg SW-
726

SW-726 200:200 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ
200mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 101119収載

200 ﾕﾍﾞﾗN200 200mg:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 0909ｺｰﾄﾞ変更

200
200mg

軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾍﾓﾀｲﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg ｻﾝﾄﾞ 経口痔核治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾓﾀｲﾄ) 0603

SANDOZ)
200 裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-大正富山

医薬品
骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 興和ﾃﾊﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

200 KN 331 KN331 200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｺﾊﾞｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 小林化工 骨粗鬆症治療剤 0806商品名変更(前:ｺﾊﾞｽ
ﾃﾝ錠)

200 KN 255 KN255 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾛﾝ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 0706中止 ﾋｰﾄ200mg追
加，商品名表→裏 98ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940708収載

200 MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠200 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 200mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

200 TA304
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 田辺三菱製薬 持続性Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ﾍﾙﾍﾞｯ
ｻｰR200)

200 MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
201 201：1.25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 0206ﾋｰﾄ表示変更

79 / 276 ページ



201 裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

201 裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0706ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0304ﾋｰﾄ変更

201 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 9506中止 9308変更
201 B201 糖衣錠 白 無 ｽﾞﾑｹﾙ50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東邦新薬 抗痙縮剤 中止 900713収載
201 E201 糖衣錠 白 ｺﾛﾅﾆｰﾙ 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 東邦新薬 虚血性心疾患治療剤 0204頃中止 9806ﾋｰﾄ変
201 EE 201 EE201 裸錠 白 有 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠15mg｢

EMEC｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 気道潤滑去痰剤 04頃中止 970307承認

970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

201 201 ELS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｼｵｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高脂血症治療剤 中止(00以前) 9504本体
刻印

201 EP 201:2.5 EP201 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢
DSEP｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療薬
/持続性Ca拮抗薬

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠
2.5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
承継に伴い(前:ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ)

201 F201 糖衣錠 白 無 ｼｽｴｰｽT L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 東邦新薬 去痰剤 中止
201 FY201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾅﾛｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 富士薬品 脳循環代謝改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ変更

(CAL削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

201 G201 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾊﾟｰﾁｰﾑ 東邦新薬 消化酵素剤
削除)

201 糖衣錠 白 無 ﾏﾚﾄﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9309中止
201 GX 201 GX201 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口用皮膚糸状菌症治

療剤
0010中止 98ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

201 HD 201 HD-201 40mg：40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾊﾞｲﾗｯﾌﾟ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 膵･胆道系鎮痙剤 0701中止 0306ﾋｰﾄ変更
（40mg追加等） 0304社名
変更（前：菱山製薬）

201 HR201 糖衣錠 赤 無 ｿﾙﾀﾞﾅ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

堀井薬品工業 緩下剤(ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠) 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾙﾀﾞﾅ)

201 ICI 201:10 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載 14錠ﾋｰﾄ表に曜日
記載

201 ICI 201:20 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

201 ICI 201:5 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

201 裸錠 白 有 ｷﾉﾄﾐﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0807中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ｷﾉﾄ
ﾐﾝ錠)，本体ｺｰﾄﾞ追加

201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾊﾞﾛ錠1mg ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 1mg 興和-興和創薬，第一三
共

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0610販売会
社社名変更，統合に伴い
(前:興和) 030912収載

201 KW201 糖衣錠 白 無 ｼﾞｪｽﾄﾐﾝ錠 ｵｻﾙﾐﾄﾞ 250mg 共和薬品工業 利胆剤 9008中止
201 M 201 M201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌｺﾃﾞ錠｢ﾓﾊﾝ｣ 模範薬品研究所 鎮咳･解熱･鎮痛剤 0207中止 0103PTP変更

9501本体ｺｰﾄﾞ化，剤型変
更

201 M 201 M201 0.25mg:M201
0.25mg

裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080201収載(商品名変
更，前:ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠
0.25mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)
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201 MED 201 MED-201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾚｯｸｽSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 高脂質血症治療剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

201 MO201 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
201 n 201 腸溶錠 橙 無 ｶﾘｸﾛﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 日医工 循環系調整剤 0201ﾋｰﾄ50単位，裏品名

記載 010907収載(規格表
示変更)

201 NS201 裸錠 白 有 ｽﾏｶﾙﾀﾞﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日新製薬 高血圧･不整脈治療剤 96中止
201 OH 201:5 OH-201 5mg:5mg 裸錠 薄桃 有 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大原薬品工業・ｱﾙﾌﾚｯｻ

ﾌｧｰﾏ
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003大正薬品工業中止
0408本体刻印5追加

201 μ g：5μ g 裸錠 白 無 ｵﾊﾟﾙﾓﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

小野薬品工業 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘導体 050610品名変更(前：ｵﾊﾟ
ﾙﾓﾝ錠)

201 P201 糖衣錠 褐 無 ﾎﾟﾙﾌﾗｼﾞﾝ(10mg) ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東邦新薬 肝機能改善剤 中止
201 PH 201 PH201 30:PH201 裸錠 白 有 ｲｻｺｰﾙ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
97中止 940708収載

201 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｼｵｴ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｼｵｴ製薬 脳血流促進剤 9905中止
201 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 9209変

更
201 ﾘﾏﾁﾙ 100 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ

ﾏﾁﾙ） 9703本体変更，ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

201 SW 201 SW-201 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛﾃｲﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

201 201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｺﾍﾞﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 0903中止 9802ﾋｰﾄ変更，
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

201 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化
成)

ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101
商品名変更

201 TA 201:2.5 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 田辺三菱製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0803本体割線追加 0710
社名変更（前：田辺製薬）

201 TC201 TC201 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾝﾍﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大鵬薬品工業 消化性潰瘍･精神神経用
剤

0205中止 9706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
化，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

201 TKS 201 TKS201 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ﾎﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

胃炎･胃･十二指腸潰瘍
治療剤

9406中止

201 TSU201 100mg：100mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣

ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 鶴原製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

201 TTS-201 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾒﾆﾀｰｾﾞF 高田製薬 消化酵素剤 9503中止
201 Tu 201：10 Tu201 10：Tu201 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10「ﾀﾂﾐ」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 辰巳化学 尿失禁・頻尿治療剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
201 Tw 201 Tw201 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0302頃本体ｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ変更
201 Tw 201 Tw201 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0302頃本体ｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ変更
201 TYK201 0.5:TYK201

0.5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日医工
精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 920710収載
201 201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｺﾍﾞﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大洋薬品工業 血管代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 96ﾋｰﾄ

変更 94本体刻印
201 ZNC 201:10 10mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変

更 14錠ﾋｰﾄ表に曜日記
201 ZNC 201:10 10mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持続型ACE阻害剤 0303ﾋｰﾄ変更，裏

AstraZeneca削除
201 ZNC 201:20 20mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 9311変

更(社名変更により)
201 ZNC 201:20 20mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持続型ACE阻害剤 0309ﾋｰﾄ変更，裏

AstraZeneca削除
201 ZNC 201:5 5mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 9311変

更(社名変更により)
201 ZNC 201:5 5mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ-ｾﾞﾈｶ薬品 持続型ACE阻害剤 0305ﾋｰﾄ変更
201 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲｽﾛｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 全薬工業 解熱鎮痛消炎剤 9410中止 900713収載
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201 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ｺｰﾄﾞ(0206迄) 940826
収載

202 202：2.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 0208ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）

202 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0305迄) 0302社名
変更 9709ﾋｰﾄ表裏変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9410割線有

202 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0704ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0305ﾋｰﾄ変更

202 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成 利尿･降圧剤 01頃中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

202 B202 糖衣錠 白 無 ｽﾞﾑｹﾙ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 東邦新薬 抗痙縮剤 中止 900713収載
202 CG 202 裸錠 白 有 ﾘﾀﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 中枢神経刺激剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾀﾘﾝ錠｢ﾁﾊﾞ｣)
202 裸錠 白 有 ﾒﾄﾛﾏｲﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0408中止 010706収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
202 CHO-202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｸﾛｶｰﾅ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 組織呼吸賦活剤 9512中止 920710収載
202 EP 202:5 EP202 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢DSEP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療薬
/持続性Ca拮抗薬

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠
5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変更，承
継に伴い(前:ｴｯｾﾝｼｬﾙ

202 FY202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾌﾟｽｹﾞﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 富士薬品 心臓選択性β 遮断剤 03頃中止 97ﾋｰﾄ変更
(LIP50削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 920710収載

202 h 202 h-202:1mg 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾗｯｸｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 循環障害改善剤，降圧剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 舌下投与も可

202 KH 202 KH202 裸錠 白 有 ｸﾄﾘｯｸｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 協和発酵工業 脱塩利尿剤 9602中止
202 KN 202 KN202 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｺﾊﾞﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄黄赤 有 ﾘﾊﾞﾛ錠2mg ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 2mg 興和-興和創薬，第一三

共
HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0801本体色変更(前:白)，
割線追加 0704社名変更
(統合に伴い，前:三共)

202 KYO 202 KYO202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾀﾚﾙF錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 京都薬品工業-日本ｾﾙ
ｳﾞｨｴ，大日本住友製薬

虚血性心疾患治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｽﾀﾚﾙF錠)

202 M202 M202 1.0mg:M202 1.0mg 裸錠(楕円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080201収載(商品名変
更，前:ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢
ﾒﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

202 MED 202 MED-202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾚｯｸｽSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 高脂質血症治療剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

202 MO202 MO202 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠100γ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

202 n 202 μ g：5μ g 裸錠 白 無 ｵﾊﾟﾌﾟﾛｽﾓﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ
ｽﾄとして）

日医工 経口プロスタグランジン
E1製剤

030704収載

202 糖衣錠 緑 無 ﾏﾛｹﾞﾝ錠135mg ｱｶﾒｶﾞｼﾜｴｷｽ 135mg 日本新薬 胃腸機能調整剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾛｹﾞﾝ錠)

202 OH 202 OH-202 200mg:OH-202
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞｾｰﾌ錠SR200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大原薬品工業 高脂血症治療剤 0712中止 990709収載

202 P202 糖衣錠 褐 無 ﾎﾟﾙﾌﾗｼﾞﾝ(20mg) ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 東邦新薬 肝機能改善剤 中止
202 PH 202 PH202 裸錠 白 無 ｸﾛﾌｪﾄﾞﾘﾝS配合錠 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 鎮咳剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾛﾌｪﾄﾞﾘﾝS錠)
202 RPR 202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾘﾙﾃｯｸ錠50 ﾘﾙｿﾞｰﾙ 50mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 筋萎縮性側索硬化症用

剤 990219収載
202 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼｸﾗﾝｼｵｴ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ｼｵｴ製薬 脳･末梢血流改善剤 9604中止
202 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 920529

収載
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202 ﾘﾏﾁﾙ 50 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠50mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ
ﾏﾁﾙ50） 9710本体変更，
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

202 SW 202 SW-202 25:25mg 裸錠 白 有 ｾﾎﾞﾁｰﾙ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ACE阻害降圧剤 990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

202 202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄ配合錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｻﾒｯﾄ錠)

202 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101
商品名変更

202 TA 202 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 田辺三菱製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0710社名変更（前：田辺
製薬）

202 TKS 202 TKS202 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾍﾙﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

代謝拮抗剤 0101中止

202 TP:202 TP-202:TP-202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾊﾟﾝﾙｰｸ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 経口蛋白分解酵素阻害
202 Tu 202：20 Tu202 20：Tu202 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20「ﾀﾂﾐ」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 辰巳化学 尿失禁・頻尿治療剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
202 Tw 202 Tw202 1800EI.U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 東和薬品 脂質代謝異常改善剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠)
202 TYK202 1:TYK202 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日医工
精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 920710収載
202 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾈﾙ錠200 ｴﾁﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本住友製薬 骨代謝改善剤 14錠ﾋｰﾄには｢DID-200｣

記載なし 0205ﾋｰﾄ変更
202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠50 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 50mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 0304大正富山医薬品販

売 0302ﾋｰﾄ変更（50mg追
加） 9902本体，ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ

202 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 940826収
載

203 SW 203 SW-203 12.5:12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5｢SW｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 沢井製薬 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
薬

010706収載(商品名変更
以前:ｶﾌﾟﾄﾛﾝ錠12.5)

203 203：45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ45mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性 気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟ
ｾﾙ)

203 A203 糖衣錠 白 無 ｻﾌﾞﾍﾛﾝ100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 東邦新薬 解熱鎮痛消炎剤 中止
203 裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成 血圧降下剤 0001中止 9709ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9308変
203 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

203 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0705ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0304ﾋｰﾄ変更

203 CG:203 LUD10:CG 203 LUD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 8904色変
更(前:淡橙)

203 CG:203 10mg：CG203 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 四環系抗うつ剤 0305ﾋｰﾄ変更
203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾎﾞｷｼﾛﾝ錠100mg ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

1009中止 050708収載

203 CHO 203 CHO-203 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｻﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9503まで) 920710
収載

203 EE 203 EE203 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢
EMEC｣

ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

1001中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

203 FY203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾌﾟｽｹﾞﾝ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 富士薬品 心臓選択性β 遮断剤 03頃中止 9711ﾋｰﾄ変更
(LIP25削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

203 h 203 h-203:h-203 2mg 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾗｯｸｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 循環障害改善剤，降圧剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 舌下投与も可

203 KBC 203 裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｴﾑｴﾌ 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 9603社
名変更
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203 KH 203 KH203 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾋﾟﾗｺｰﾙ錠 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 協和発酵工業 降圧剤 0701中止 0112ﾋｰﾄmg追
203 KN203 糖衣錠 淡紅 無 ﾗﾅﾄC錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 小林化工 強心利尿剤 0603中止 0405SPｺｰﾄﾞ化
203 MO203:ε MO203 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
203 裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾉｰﾙ錠2mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 日本新薬 表在性炎症疾患治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾞﾉｰﾙ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9611ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載

203 OH 203 OH-203 0.5mg：0.5mg 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ錠0.5mg
「OHARA」

ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 大原薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

0511ﾏﾙｺ製薬中止

203 RU 203K:1 1 RU 203K：1mg 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本新薬 ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0903頃迄) 0712
承継(ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽより)

203 RU 203P:0.5 0.5 RU 203P：0.5mg 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本新薬 ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄) 0712承
継(ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽより)

203 耳:F-LASE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/橙透明 ｴﾌﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｼｵｴ製薬 総合消化酵素剤 0003中止
203 裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成工業 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
203 203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠)
203 203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 旧品名(080620ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏ

ﾚｲﾝ酸塩錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

203 TBP203 裸錠 白 有 ﾈﾌﾟﾛｿﾞﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 東菱薬品工業 血圧降下剤 9512中止 920710収載
203 TKS 203 TKS203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾌｾｼﾞﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 H2受容体拮抗剤 0712中止 0607販売会社

社名変更
203 TTS-203 裸錠 白 有 ｴｽﾃﾙｼﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 高田製薬 低血圧治療剤 9308中止
203 TU 203 Tu203 2mg:Tu203 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2｢

TCK｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 辰巳化学 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
060707収載

203 Tw 203 Tw203 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 東和薬品・ﾏｲﾗﾝ製薬 酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠)

203 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢山之内｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 山之内製薬 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0205製造元変更，0206中
止(京都薬品工業へ承
継，ｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.25)

203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品，昭和薬品化工

ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0708迄) 0304大
正富山医薬品販売 0301
ﾋｰﾄ変更（100mg追加）

203 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0211迄) 960906収
載

204 SW-204 SW-204 18.75:18.75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(灰色
帯)

ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙRｶﾌﾟｾﾙ18.75｢
SW｣

ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 沢井製薬 持続性ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ
系降圧薬

010706収載(商品名変更
以前:ｶﾌﾟﾄﾛﾝ-R)，ﾋｰﾄ裏
商品名記載

204 A204 糖衣錠 白 無 ｻﾌﾞﾍﾛﾝ200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 東邦新薬 解熱鎮痛消炎剤 中止
204 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障

害改善剤･降圧剤
旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

204 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0706ﾋｰﾄ若干変更 0604
製造販売元変更(前:大日
本住友製薬) 0304ﾋｰﾄ変

204 CG:204 LUD25:CG 204 LUD25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 8904色変
更(前:橙)

204 CG:204 25mg：CG204 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 四環系抗うつ剤 0306ﾋｰﾄ変更
204 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾌｨﾘﾝ配合錠 ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 喘息治療薬 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾄﾌｨﾘﾝ錠)
204 EE 204 EE204 裸錠 白 有 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ錠1mg｢EMEC｣ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 止瀉剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ錠｢
EMEC｣)
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204 SHE:FY204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｪﾋﾞｵｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 富士薬品 高脂血症治療剤 9806中止 920710収載
204 HD:HD-204 錠剤 白 有 ﾊｲﾄﾞﾌﾞﾛｷ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 菱山製薬 気道潤滑去痰剤 9611中止 920710収載
204 HR HR204 裸錠 白 無 ﾎﾟﾘｼﾛ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 堀井薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾟﾘｼﾛ)
204 KH 204 KH204 30mg：30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾋﾟﾗｺｰﾙ錠 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 協和発酵工業 降圧剤 0701中止 0112ﾋｰﾄmg追
204 KN 204 KN204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｺﾊﾞﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
204 MO204 MO204 腟錠(楕円形) 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 持田製薬 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠)
204 糖衣錠(楕円

形)
淡黄 無 ｲﾘｺﾛﾝM配合錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ､ｱｶﾒｶﾞ

ｼﾜｴｷｽ
1.5mg，70mg 日本新薬 ｽﾄﾚｽ胃腸病治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｲﾘｺﾛﾝM錠)
204 OH 204 OH-204 1mg：1mg 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ錠1mg

「OHARA」
ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 大原薬品工業・日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
0504ﾏﾙｺ製薬中止

204 PH204 裸錠 白 無 ｻｲｻﾞｲﾄﾞ50 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 降圧利尿剤 9212中止
204 Sc 204 Sc204 CAR25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｸﾘﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 0207記号Sc204ﾋｰﾄ裏→

表 010907収載(規格表示
変更)

204 204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾉﾋﾞﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 9710本体，ﾋｰﾄ
変更

204 TBP204 裸錠 白 有 ﾈﾌﾟﾛｿﾞﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 東菱薬品工業 血圧降下剤 96中止 920710収載
204 Tw 204 Tw.PRT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0304頃迄) 0211頃

本体ｺｰﾄﾞ化 940708収載
204 Tw 204 Tw204 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 0304頃ﾋｰﾄ変更
204 TYK 204 TYK204 糖衣錠 白 無 ｵｼｱｯﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 筋緊張性疾患治療剤 0506本体ｺｰﾄﾞ追加 98ﾋｰ

ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

204 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾘｺﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 9912中止 9709ﾋｰﾄ裏変
204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ

化 951124収載
205 糖衣錠(楕円

形)
橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠50mg ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ
錠，50mgと200mgが同じ
商品名だった)

205 B M:205 裸錠(長円形) 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.05mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.05mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→
中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 990709収
載

205 CG:205 LUD50:CG 205 LUD50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 暗橙 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 四環系抗うつ剤 1104中止
205 EP 205:2.5 EP205 2.5 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢

DSEP｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ・ｴｯｾﾝｼｬ

ﾙﾌｧｰﾏ
ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸
塩錠2.5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変

205 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾝﾃﾞﾙ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 低血圧治療剤 9601中止
205 HD 205 HD-205 250mg：250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾊﾞﾌｧﾒﾘﾁﾝM｢ｶﾌﾟｾﾙ｣250 ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 解熱鎮痛消炎剤 0304社名変更（前：菱山

製薬）
205 JD 010 HR205 糖衣錠(腸溶

性)
白 無 ﾍﾓﾅｰｾﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰ

ﾙ
20000J.D.U.
，10mg

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬-堀井薬品
工業

痔疾患<内服>治療剤 1109頃本体ｺｰﾄﾞ追加 ｼﾞｪ
ｲﾄﾞﾙﾌ製薬とﾋｰﾄ異なる

205 KH205 KH205 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾉｲｸｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 協和発酵工業 代謝性強心剤 0309中止 0112ﾋｰﾄmg追
加 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

205 KN 205：10 KN205 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10「KN」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 小林化工・興和ﾃﾊﾞ 尿失禁・頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興
和，興和創薬)

205 KW205 KW205 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 精神情動安定，胃･十二
指腸潰瘍治療剤

9503中止

205 MPI 205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠｢三井｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 三井製薬工業 血圧降下剤 0009中止 98ﾋｰﾄ記号
(MPI205)削除，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

205 Vp 裸錠 白 有 ﾍﾞｽﾄﾌｨﾘﾝ錠 ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ
ｵｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃｵﾌｨﾘﾝ

200mg 日本新薬 冠循環改善剤 9506中止
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205 OH 205:2.5 OH-205 2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大原薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003大正薬品工業中止
040709収載

205 裸錠 白 有 ｸﾗﾝﾎﾟｰﾙ錠200mg ｱｾﾁﾙﾌｪﾈﾄﾗｲﾄﾞ 200mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 1101中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ｸﾗﾝ
ﾎﾟｰﾙ錠)

205 PH205 裸錠 白 有 ｻｲｻﾞｲﾄﾞ ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 降圧利尿剤 9212中止
205 205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg

｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾋﾟｸﾛ

ﾅｼﾞﾝ錠)
205 205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ

ﾏ
抗血小板剤 旧品名(0806ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩

酸塩錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
205 TTS 205 TTS-205 裸錠 白～微帯黄 有 ｾﾀﾞﾄﾛﾐﾝ錠25 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 高田製薬 脳血流促進剤 9007中止
205 TU 205 Tu205 4mg:Tu205 4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4｢

TCK｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 辰巳化学 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
060707収載

205 TYK205:TYK205 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動調律剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠)

205 糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 9709ﾋｰﾄ
変更

206 糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠200mg ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬・日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ
錠，50mgと200mgが同じ
商品名だった)

206 EE 206 EE 206 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

206 EP 206:5 EP206 5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
DSEP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸
塩錠5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変更

206 HAM:FY206 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾊﾓﾆﾄﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 富士薬品 消化管運動調律剤 中止 920710収載
206 KH206 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾊﾟﾙﾋﾟｰﾄ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 佐藤薬品工業-協和発酵

工業
高血圧症･狭心症治療剤 9511中止

206 KN 206：20 KN206 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20「KN」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 小林化工・興和ﾃﾊﾞ 尿失禁・頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興
和，興和創薬)

206 MM 206 MM206:CPT 裸錠 白 有 ｶﾘﾌﾟﾛｰﾙ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 森下ﾙｾﾙ 高血圧･不整脈用剤 9308中止
206 MO206 MO206 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.5mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
206 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
茶褐 ﾍﾞﾉｽﾀｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 20mg 日本新薬 軟部腫脹治療剤 0003中止 9706ﾋｰﾄ記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
206 OH 206:10 OH-206 10mg 裸錠 薄桃 有 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
1003大正薬品工業中止
040709収載

206 PH206 裸錠 淡黄 無 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ錠｢ﾐﾀ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 利尿降圧剤 97中止
206 Sc 206 Sc206 PRC-T125：125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
白 有 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠125mg ﾆｾﾘﾄﾛｰﾙ 125mg 三和化学研究所 脂質代謝･末梢循環改善

剤
0207ﾋｰﾄ変更(Sc206裏か
ら表へ)

206 CL 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0709迄)

206 糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾓｽ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 旭化成工業 不整脈用剤 0102中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

206 TTS-206 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾄﾛﾐﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 高田製薬 脳血流促進剤 9007中止
206 TU 206 Tu206 8mg:Tu206 8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8｢

TCK｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 辰巳化学 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
060707収載

206 Tw 206 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾄｰ ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 080704収載
206 糖衣錠(楕円

形)
橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9705ﾋｰﾄ

変更
207 裸錠 白 有 ﾄﾚﾊﾞﾝｽ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性ACE阻害降圧剤 0704頃中止 0310社名変

更 0206ﾋｰﾄ変更 990709
収載 ﾋｰﾄ表商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

207 BANYU 207 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾞﾘｻｲ-TX(ﾃﾄﾚｯｸｽ)ｶﾌﾟｾ ﾒﾀﾘﾝ酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 万有製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 98中止
207 CG 207 ANF10:CG 207 ANF10 糖衣錠(三角

形)
白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄）
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207 CG 207 10mg:CG207 10mg 糖衣錠(三角
形)

白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0212ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

207 EE 207:5 EE 207 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢EMEC｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

207 EP 207:10 EP207 10 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
DSEP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸
塩錠10mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変

207 KH 207 KH207 10 1日1錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾅｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 協和発酵工業 持続性脳血管障害改善
剤

9903中止 9607ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

207 KN 207 KN207 40mg 裸錠 白 無 ｱﾝﾌﾗﾏｲﾄﾞ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 小林化工 利尿･降圧剤 0603中止 0011本体ｺｰﾄﾞ
追加 96ｺｰﾄﾞ化

207 M 207 M207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌｺﾃﾞN配合錠 ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮咳･鎮痛･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾌｺﾃﾞN錠)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

207 MO207 軟ｶﾌﾟｾﾙ(形状:
長円形)

淡黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 持田製薬 EPA製剤(閉塞性動脈硬
化症，高脂血症治療剤)

0602大日本住友製薬中
止

207 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

類黄白 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｸﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 日本新薬 脳卒中･循環不全治療剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

207 n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日医工 経口蛋白分解酵素阻害 0903田辺三菱製薬中止
207 n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ
経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ

207 NS207 裸錠 白 無 ﾗﾖｽ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日新製薬 起立性低血圧･血管性頭
痛治療剤

中止

207 耳:F-SMIN Tab.S 裸錠 緑 無 ｴﾌｽﾐﾝ錠S ｼｵｴ製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9210中止
207 Sc 207 Sc207 PRC-T250：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
白 有 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠250mg ﾆｾﾘﾄﾛｰﾙ 250mg 三和化学研究所 脂質代謝･末梢循環改善

剤
0303ﾋｰﾄ変更（Sc207裏
から表へ） 9605ﾋｰﾄ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

207 SH207(茶) 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠ｼｮｰﾜ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 昭和薬品化工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9808中止
207 SW 207 SW-207 10：10mg 裸錠 白 有 ｱﾒｼﾞｰﾙ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

207 CL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0809迄)
207 TTS-207 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｾﾀﾞﾄﾛﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 高田製薬 脳血流促進剤 9311中止
207 TYK207:TYK207 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾀﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大正薬品工業 高脂血症治療剤 0707中止
207 ET 裸錠 白 無 ｴﾁｱｻﾞｲﾄﾞ錠 ｴﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 東京田辺製薬 降圧利尿剤 9605中止
208 CG 208 ANF25:CG 208 ANF25 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄）

208 CG 208 25mg:CG208 25mg 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0212ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

208 HK-208 糖衣錠 白 無 ﾊﾝｸﾊﾞｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 阪急共栄物産 末梢神経障害改善剤 0002中止 9709ﾋｰﾄ裏変

208 KH 208 KH208 2mg：2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾆｰﾙ錠2 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

208 KN 208:10 KN208 10mg 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾒﾘｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 小林化工 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載

208 裸錠 白 無 ﾊﾞﾘﾀﾞｰｾﾞﾊﾞｯｶﾙ ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 腫脹緩解用酵素剤 0204中止 97ﾋｰﾄ商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) ﾊﾞｯｶﾙ錠

208 糖衣錠 黒 無 ｻｰｶﾈｯﾃﾝ配合錠 日本新薬 内服痔疾患治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｰｶﾈｯﾃﾝ錠)

208 PH208：40mg 裸錠 白 無 ﾊﾛｯﾌﾟ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 胃腸内ｶﾞｽ除去剤 0505中止
208 糖衣錠 白 無 ﾌｪﾙﾏｺｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg ｼｵｴ製薬 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ剤 9306中止
208 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 9905中止 9708本体，ﾋｰﾄ

変更
208 TBP 208 TBP208 裸錠 白 無 ﾊﾟﾝﾘｰﾌ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 東菱薬品工業-扶桑薬品

工業
乳癌治療剤 0712中止
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208 TP 208 5:TP-208 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾞｳﾝﾃﾝｼﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0504社名変更(前：竹島
製薬)

209 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

209 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更，ﾋｰﾄ表裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

209 CG 209 TOF10:CG 209 TOF10 糖衣錠(三角
形)

灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0211迄)

209 CG 209 NOVARTIS
10mg:NOVARTIS CG209
10mg

糖衣錠(三角
形)

灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1008迄)，販売元
変更に伴い(新:ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ) 0211ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

209 HD-209 裸錠 白 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ｺｰﾄﾞ(0401迄) 0304社
名変更（前：菱山製薬）

209 HD 209:2 HD-209 2mg：2mg 裸錠 白 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0401本体，ｺｰﾄﾞ変更（前：

209 HK-209 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾛﾀﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 頻尿治療剤 0411中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

209 KH 209 KH209 4mg：4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆｰﾙ錠4 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

209 裸錠 白 有 ﾊﾞﾘﾀﾞｰｾﾞｵｰﾗﾙ(内服錠) ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 腫脹緩解用酵素剤 0204中止 97ﾋｰﾄ商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

209 MO209 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg/包(15
ｶﾌﾟｾﾙ)

持田製薬 EPA製剤 0207分包表示変更
981204収載 分包商品名
記載

209 糖衣錠 淡黄 無 ﾌｪﾙﾋﾞﾃﾝ錠12.5mg ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 日本新薬 唾液分泌促進，肝･胆疾
患利胆剤

0911中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｪﾙ
ﾋﾞﾃﾝ錠)

209 NS 209 NS209：5mg 裸錠 白 無 ﾒﾙｶﾄｱ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日新製薬 β -遮断剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙｶﾄｱ錠)
0810ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除

209 PH 209 PH209：5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢ﾐﾀ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

209 Sc 209 Sc209 CAR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾙﾅｸﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 010907収載(商品名，規
格表示変更 前:ｶﾙﾅｸﾘﾝ
錠50IU)

209 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 0801ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

209 TP 209 10:TP-209 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾞｳﾝﾃﾝｼﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0504社名変更(前：竹島
製薬)

210 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

210 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更

210 BM 210 BM210:BM210 Lp 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 日本ﾛｼｭ 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9808会
社統合に伴い承継

210 BM 210 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.1mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→
中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 010907収
載(商品名の変更 前:ﾗﾆﾗ
ﾋﾟｯﾄﾞ錠)

210 CG 210 TOF25:CG 210 TOF25 糖衣錠 灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄) 0110本
体印字色変更(白→黒)
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210 CG 210 NOVARTIS
25mg:NOVARTIS CG210
25mg

糖衣錠 灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1008迄)，販売元
変更に伴い(新:ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ) 0212ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

210 CLA KL210 CLA 有核錠 淡黄(内核:
白)

無 ｸﾘｱﾐﾝA錠 日本ｶﾞﾚﾝ 頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 9501社
名変更

210 EE 210:2.5 EE 210 OD 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

210 FY 210 FY210 裸錠 白～淡黄白 無 ﾃﾞｶｾﾘﾝ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 富士薬品 前立腺肥大症治療剤 03頃中止 960705収載
210 裸錠 白 無 ｲｻﾛﾝ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg あすか製薬-武田薬品工

業
胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｻﾛﾝ錠)
210 HD-210 5mg：5mg 裸錠 黄 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧本体（0401迄） 0304社

名変更（前：菱山製薬），
ﾋｰﾄ変更

210 HD 210：5 HD-210 5mg：5mg 裸錠 黄 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0401本体変更
210 HK-210 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾝｸﾁｰﾑE錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 血管代謝改善剤 0409中止 0212分社（阪

急共栄物産より）
210 KH 210 KH210 8mg：8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆｰﾙ錠8 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)

210 KW 210：50 210:KW210 50 裸錠 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 精神情動安定剤･視床下
部作用性抗潰瘍剤

旧品名(0506迄)，品名変
更に伴う(新：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠
50mg｢ｱﾒﾙ｣)

210 Kw 210：50 210:Kw210 50 裸錠 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 精神情動安定剤，視床下
部作用性抗潰瘍剤

0506販売，品名変更に伴
う(前：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠｢ｱﾒﾙ｣)

210 糖衣錠 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾘｼﾞﾝ錠1号 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 日本医薬品工業 強心配糖体製剤 9206中止
210 裸錠 白 無 ｽﾙｶｲﾝ錠100mg ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉｱｾﾁﾙｱﾐﾉ安

息香酸ｴﾁﾙ
100mg 日本新薬 胃粘膜局麻剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾙｶｲﾝ錠)
210 CLA NN210 NN210 有核錠 淡黄(内核:

白)
無 ｸﾘｱﾐﾝ配合錠A１.0 日医工 頭痛治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾘｱﾐﾝA錠)
210 OH 210 裸錠 白 無 ｾﾗﾃｰﾄ錠30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大原薬品工業 消炎酵素剤 9403中止
210 PH 210 PH210：40mg 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ﾐﾀ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ・富士ﾌｲﾙﾑ

ﾌｧｰﾏ
利尿降圧剤 1007中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ﾌﾛｾ
ﾐﾄﾞ錠｢ﾐﾀ｣)

210 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/帯赤白 ﾈｵ･ｴﾌﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ ｼｵｴ製薬-日本新薬 総合消化酵素剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵ･ｴﾌﾗｰｾﾞｶ
ﾌﾟｾﾙ)

210 Sc210 Sc210 Sc210 CAR-CAP25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｶﾙﾅｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 0305ﾋｰﾄ変更 010907収
載(規格表示変更)

210 SD 210 SD210 RESCINNA-0.5 裸錠 淡橙 有 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢昭和｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 昭和薬品化工 血圧降下剤 9306中止
210 SW 210 SW-210:25 mg 裸錠 白 無 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠25mg｢ｻﾜｲ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 免疫抑制剤 100528収載
210 T 210 裸錠 淡橙 無 ｻｲﾛﾆﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5μ g 大正製薬-大正富山医薬

品
甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0503中止 0304大正富山

医薬品販売
210 TP 210 TP-210 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾘｰｽ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0901中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
210 TTS-210 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ｢ﾀｶﾀ｣ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 高田製薬 動脈硬化用剤 9010中止
210 Tw 210 裸錠 白 無 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 1011発売
210 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｾｺﾞﾝ錠25mg 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛剤 0504社名変更(合併)
210 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ萬有 一硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 250mg 万有製薬 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質

製剤
0201中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

210 裸錠 薄橙 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝHA錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 大日本住友製薬 経口血糖降下剤 0605色変更(前:淡黄)
040709収載

211 250mg TBP211 裸錠 白 有 ｱｾﾀﾓｯｸｽ ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 東菱薬品工業-参天製薬 炭酸脱水酵素阻害剤 0210中止 0112ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
化，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

211 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾓｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 0310社名変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

211 AK 211 AK211 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢あす ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg あすか製薬-武田薬品工 胃炎・胃潰瘍治療剤 090515収載
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211 ARA211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ｢ARA｣ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ｱﾗｸｽ 解熱鎮痛消炎剤 中止
211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌｪﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0611頃中止 040709収載
211 CG 211 50mg：50mg CG 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠50mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

症候群治療剤･抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ

0208ﾋｰﾄ変更 9712ﾋｰﾄ裏
変更(SYM50削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｰｻﾞｲﾑ ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ､ｺｰﾙ酸 300mg，
20mg

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 膵臓性消化酵素剤 0106中止 9603ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

211 EE 211:5 EE 211 OD 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

211 EH211SV 裸錠 白 無 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠SV 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 進化製薬 循環増強剤 9603中止 9104製造販売
211 FCI 211 FCI 211 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾒﾉｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 富士化学工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9409まで) 900713

収載
211 HF211A0 裸錠 淡黄茶 無 ﾀﾛﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂 代謝性強心剤 95中止
211 HK-211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄透明 ｺﾝｸﾀｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 総合消化酵素剤 0411中止 0212分社（阪

急共栄物産より）
211 KH211 KH211 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾊﾟﾙﾋﾟｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 佐藤薬品工業-協和発酵

工業
高血圧症･狭心症治療剤 9511中止

211 KL211 耳:KN1mg 裸錠 白 有 ｺﾀﾞﾏﾐﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 血管性頭痛･起立性低血
圧治療用剤

9207中止

211 KYO 211:0.5 KYO211 0.5 裸錠 白 有 ｱﾘｿﾞﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 0.5mg 京都薬品工業 循環機能改善剤 9404中止 舌下錠
211 LZM 211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾓﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0806ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾ

ﾙ100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ

211 M 211:1 M211 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

211 M211 CS-10 裸錠 白 有 ｸﾛｻｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 模範薬品研究所 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9201中止
211 MED 211 MED-211 2.5 裸錠 薄黄赤 無 ﾚﾉﾍﾟﾝﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

211 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

211 糖衣錠 白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠SG 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ

211 NPI 211A INOKITEN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ｲﾉｷﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 心筋代謝賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで)
211 NPI 211A  NPI 211A NPI 211A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ｲﾉｷﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 代謝性強心剤 1003中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ｲﾉｷ
ﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ)

211 OH 211 裸錠 白 無 ｾﾗﾃｰﾄ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大原薬品工業 消炎酵素剤 9403中止
211 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
211 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本住友製薬 経口血糖降下剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠）
211 PH211 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾎﾙﾓ ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 9206中止
211 PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
211 PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 9805中止 9802ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9102変
211 SANKYO 211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄赤 ｱﾙﾄﾛﾝ 三共 高脂血症治療剤 0109中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
211 Sc 211 BEN10 裸錠 淡橙 有 ﾍﾞﾝｿﾞｷｼﾝ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 血圧降下剤 0003中止
211 SE 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｳﾃﾒﾅｰﾙ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｴｰﾙ薬品-大原薬品工業 切迫流･早産治療剤 0712商品名変更(前:ｳﾃﾒ

ﾅｰﾙ錠) 071201製造販売
会社社名変更(前:三共
ｴｰﾙ薬品)

211 SEARLE:211 SEARLE 211 裸錠 白 無 ｴﾃﾞｭﾚﾝ 酢酸ｴﾁﾉｼﾞｵｰﾙ､ｴﾁﾆ
ﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，0.05mg ﾌｧｲｻﾞｰ 経口黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 0711中止 0304社名変更
（統合に伴い） 曜日記載

211 SW 211 SW-211:50 mg 裸錠 白 有 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 免疫抑制剤 100528収載
211 T 211 裸錠 橙 無 ｻｲﾛﾆﾝ錠25γ ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 大正製薬-大正富山医薬

品
甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0503中止 0306ﾋｰﾄ変更
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211 TYK211:TYK211 40 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大正薬品工業・三和化学
研究所

経口血糖降下剤 0711三和化学中止 0710
大正薬品工業中止
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠)

211 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9710ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

211 TKS 211 TKS211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾗﾐｰﾙ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ
ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 消化器機能異常治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾐｰﾙ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

211 TP:211 TP-211 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾃﾞﾐｵﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 竹島製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
211 TTS 211 裸錠 白 有 ｴﾙﾄﾞﾊﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 高田製薬-塩野義製薬 血圧降下剤 0111中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

211 TU 211:2.5 TU 211 2.5 mg:TU211
2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢TCK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

辰巳化学 持続性Ca拮抗剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

211 Tw 211 Tw211 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾄﾞｽﾍﾟﾛﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持続性Ca拮抗剤 980710収載
211 TZ 211 TZ211 裸錠 白 無 新EP錠 ﾒﾁﾙｴｽﾄﾚﾉﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙ

ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
1mg，0.02mg あすか製薬 月経周期調整剤 0703中止 薬価未収載

211 UC 10 UC211SV 裸錠 黄 有 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠SV10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 進化製薬 代謝性強心剤 9603中止
211 UC 5 UC211SV 裸錠 黄 無 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠SV5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 進化製薬 代謝性強心剤 9603中止
211 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠2mg 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 気管支拡張剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠)
211 糖衣錠 白 無 ﾏﾝﾚｰﾄ錠 ｸｴﾝ酸ﾆｶﾒﾀｰﾄ 50mg 東京田辺製薬 末梢血流改善剤 9502中止 9310本体刻印
211 糖衣錠 白 無 ｽﾒﾄﾞﾘﾝ錠 ｴﾄﾐﾄﾞﾘﾝ 3mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 0006中止 9710ﾋｰﾄ裏変
211 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ/白 ﾍﾞﾘﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ 塩野義製薬 消化酵素剤 0903中止
212 裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠)
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0605迄) 0504社
名変更(合併)

212 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊
錠

1006本体ｺｰﾄﾞ追加

212 0.15μ 裸錠 白 無 ﾌﾙｽﾀﾝ錠0.15 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.15μ g 大日本住友製薬-ｷｯｾｲ
薬品工業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 010601収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

212 AJ212SV 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠SV ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 進化製薬 不整脈治療剤 9305中止 9104製造販売
212 ARA212 裸錠 白～淡黄 無 ﾒﾌｪﾅﾑ酸錠｢ARA｣ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ｱﾗｸｽ 解熱鎮痛消炎剤 中止
212 AT 21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠T50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 帝三製薬 β 遮断剤 0112中止 920710収載
212 AT AT212SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾊﾞｰﾚ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 進化製薬 β 遮断剤 9603中止 920710収載
212 CG 212 100mg：100mg CG 212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

症候群治療､抗A型ｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0210ﾋｰﾄ変更 9712ﾋｰﾄ裏
変更(SYM100削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

212 CH CH212SV 裸錠 白 無 ｱｽｶﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9504中止 900713収載
212 HF212A0 裸錠 白 有 ﾀﾛﾋﾞｽｹﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 陽進堂 高血圧･不整脈治療剤 95中止
212 HK-212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾝｸﾀｰｾﾞF錠 ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 総合消化酵素剤 0411中止 0212分社（阪

急共栄物産より）
212 KW 212：100 212:KW212 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 旧品名(050610迄)，品名

変更(新：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠
100mg｢ｱﾒﾙ｣) 0410本体

212 Kw 212：100 212:Kw212 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100｢ｱ
ﾒﾙ｣)

212 KYO 212:1.0 KYO212 裸錠 白 有 ｱﾘｿﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 京都薬品工業 循環機能改善剤 9904中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 舌下錠

212 M 212:3 M212 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載
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212 MED 212 MED-212 5 裸錠 薄黄赤 有 ﾚﾉﾍﾟﾝﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

212 裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｴﾑｴﾌ 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9708変
更

212 MI 21 裸錠 白 有 ﾐﾉﾄﾞｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 帝三製薬 高血圧･不整脈治療剤 9701中止
212 MT MT212SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｻﾞﾉｰﾙ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 進化製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9504中止 900713収載

212 n 212 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 日医工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0405ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載 000707収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

212 n 212 n212：200 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 日医工-日本ｹﾐﾌｧ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

212 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｳｶﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ｳﾛｶﾞｽﾄﾛﾝ 2.4mg 日本新薬 体液性抗潰瘍剤 0301中止 9610ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

212 糖衣錠 淡青 無 ｷﾞﾙﾘﾄﾏｰﾙ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 9501中止
212 NF 212 NF212 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢AFP｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

212 NP 212:20 20mg:NP-212 裸錠 微黄 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 利尿降圧剤 1005ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表→裏へ
060707収載

212 NPI 212 NPI-212 裸錠 白 有 ｱｿﾞﾌﾟｼﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0803日本ｹﾐﾌｧ中止 0703
日本薬品工業中止

212 CH NPI212 裸錠 白 無 ｼﾞﾌﾟｼｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日本薬品工業 β 遮断剤 95中止 920710収載
212 OP OP212SV 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9603中止
212 OP 40 OP212SV40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9603中止
212 PI 5 PI212SV 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ｼﾝｶ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 進化製薬 高血圧･不整脈治療剤 9603中止
212 P R PR212SV 裸錠 白 有 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ錠10SV 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 進化製薬 狭心症･不整脈治療剤 9603中止
212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵｴﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 ｼｵｴ製薬 血管代謝改善剤 9806中止 900713収載
212 Sc 212 Sc212 NIR-L10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾚｰﾅL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤､高血

圧･狭心症治療剤
03頃ﾋｰﾄ変更（Sc212裏
から表） 9605ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

212 SD212 DIUTEREN-30 裸錠 類黄 無 ｼﾞｳﾃﾚﾝ｢昭和｣30mg錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 昭和薬品化工 降圧利尿剤 9103中止
212 SW 212 SW-212 1:1mg 裸錠 白 無 ﾒﾃﾞﾀｯｸｽ錠1 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性心身安定剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
212 TR 212 20μ g TR212：20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 東ﾚ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体製剤
0504社名変更(山之内，
藤沢合併)

212 TU 212:5 TU 212 5 mg:TU212 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢TCK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

辰巳化学 持続性Ca拮抗剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

212 Tw 212 Tw212 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾞｽﾍﾟﾛﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 持続性Ca拮抗剤 980710収載
212 TZ 212 TZ212 5:5mg TZ212 裸錠 白 有 ｶﾙｼﾞﾚｰﾄ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg あすか製薬 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
0711中止 03頃ﾋｰﾄ変更

212 裸錠 黄 有 ﾅﾌﾞﾛﾐﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg わかもと製薬 代謝性心疾患治療剤 0105中止 9802ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

212 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾙﾋﾞﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東京田辺製薬 心筋代謝改善剤 9312中止
212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg 山之内製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 990813

収載 ﾋｰﾄ裏に｢食直前に
服用｣の記載あり

213 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0604迄) 0504社
名変更(合併)

213 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊
錠

100７本体ｺｰﾄﾞ追加

213 0.3μ 裸錠 白 有 ﾌﾙｽﾀﾝ錠0.3 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.3μ g 大日本住友製薬-ｷｯｾｲ
薬品工業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 010601収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

213 Tw 213 Tw213 75:Tw213 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

東和薬品 H2受容体拮抗剤 010706収載

213 μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾙﾅｰﾙ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

0310社名変更 020705収
載
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213 CG 213 TEG100:CG 213 TEG100 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

旧ﾋｰﾄ(0209迄) 920710収
載

213 CG 213 100mg：100mg CG 213 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更 0209ﾋｰﾄ変
更

213 糖衣錠 黄緑 無 ﾜｿﾗﾝ錠40mg 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴｰｻﾞｲ・ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 冠血管拡張剤 0702ﾋｰﾄ表40mg追加，商
品名変更に伴い 061208
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾜｿﾗﾝ錠) 0207ﾋｰﾄ

213 EE 213:1 EE213 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢EMEC｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

213 FPF 213 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝﾄﾜｰﾙ錠-25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 藤本製薬 冠血管拡張･抗血小板剤 9202中止
213 HF213A0 裸錠 淡黄茶 無 ﾀﾛﾗｸﾄﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 陽進堂 利尿降圧剤 95中止
213 KL213 耳:NAXAL 裸錠 白 有 ﾅｷｻｰﾙ錠 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 解熱鎮痛消炎剤 9202中止
213 MED 213 MED-213 10 裸錠 薄桃 有 ﾚﾉﾍﾟﾝﾄ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
081107収載

213 n 213 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 日医工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0308ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ

213 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｳﾛｶﾙﾝ ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 0606中止 0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載，裏商品名記載

213 NF 213 NF213 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢AFP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

213 NP 213:40 40mg:NP-213 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 利尿降圧剤 1007ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
表→裏等) 060707収載

213 NPI 213 NPI-213 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾞｭｰﾚﾅRｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本薬品工業 利尿降圧剤 9704中止
213 NPI 213A NPI-213A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄 ｻﾗﾌﾟﾄﾝ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日本薬品工業 利尿降圧剤 9307中止
213 OH 213:2.5 OH-213 2.5:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢

ｵｰﾊﾗ｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大原薬品工業・沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
080704収載

213 PH213 裸錠 白 有 ﾐﾀｿﾞｰﾝ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0505中止
213 SANKYO 213 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡黄赤 ｱｸﾁﾑｶﾌﾟｾﾙ 三共 消化酵素剤 01中止予定 9605ﾋｰﾄ商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
213 Sc 213 Sc213 NIR-L20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾚｰﾅL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤､高血

圧･狭心症治療剤
03頃ﾋｰﾄ変更（Sc213裏
から表） 9607ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

213 SD 213 裸錠 類黄 有 ｷｻﾄﾛﾝ錠 ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 昭和薬品化工 末梢血管拡張剤 9301中止
213 SL 25 SL25 213 裸錠 淡黄褐 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠SV25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 進化製薬 降圧利尿剤 9603中止
213 SW 213 SW-213 2:2mg 裸錠 淡黄赤 有 ﾒﾃﾞﾀｯｸｽ錠2 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性心身安定剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
213 TT 2 TT213SV 裸錠 淡桃 有 ﾃﾞﾙﾄｲﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 進化製薬 降圧利尿剤 9603中止
213 TU 213 TU213 50mg:TU213 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢

TCK｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 辰巳化学・日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ

薬品
消化管運動賦活剤 080704収載

213 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 大正薬品工業-日本化薬 前立腺癌治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ耳ｺｰﾄﾞ削除

213 TZ 213 TZ213 25：25単位 TZ213 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰｸﾚﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 あすか製薬-武田薬品工 循環障害治療剤 0208ﾋｰﾄ裏記号追加
213 裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 920710収

載
213 裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 98ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
213 裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝｷｿｰﾙ錠)
02ﾋｰﾄ変更，裏AKT削除

213 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg 山之内製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(02～03にかけて
変更) 990813収載 ﾋｰﾄ裏
に｢食超然に服用｣の記

214 Tw 214 Tw214 150:Tw214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

東和薬品 H2受容体拮抗剤 010706収載

214 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

080704収載
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214 CG 214 TEG:CG 214 TEG 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ てんかん･躁状態治療剤 9303中止
214 CG 214 TEG200:CG 214 TEG200 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

旧ﾋｰﾄ(0208迄) 920710収
載

214 CG 214 200mg：200mg CG 214 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

0208ﾋｰﾄ変更

214 糖衣錠 橙 無 ﾀﾞｲﾄﾛｿﾞﾝCR錠 帝三製薬 血圧降下剤 9304中止
214 EC10 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾄﾌﾗｼﾞﾝ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 進化製薬 血圧降下剤 9409中止
214 EC 30 EC30 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾄﾌﾗｼﾞﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 進化製薬 血圧降下剤 9603中止
214 EE 214:3 EE214 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢EMEC｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

214 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

帯黄白 ｿﾒﾄｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ改善剤 9312中止

214 HD-214 錠剤 白 無 ﾊﾞﾚｽﾊﾟﾝ錠(10mg) 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 菱山製薬 合成鎮痙剤 9611中止
214 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ

ﾈｶ薬品)
高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

214 ICI 214:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 14錠
ﾋｰﾄ表に曜日記載

214 ICI 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

214 JI 214 裸錠 白 有 ｼﾞﾝｻｰﾙ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 帝三製薬 血圧降下剤 9707中止
214 KN 214 裸錠 淡橙赤 有 ﾍｷｻﾁﾝ ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 小林化工 末梢血管拡張･血行改善

剤
9302中止

214 MD214SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠SV ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 進化製薬 血圧降下剤 9603中止
214 MED 214 MED-214:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢MED｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性Ca拮抗剤 高血圧

症･狭心症治療剤
080704収載

214 ME 150 ME214SV 裸錠 淡赤 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢ｼﾝｶ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 進化製薬 降圧剤 9603中止
214 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾀﾞﾉｰﾙ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 日本新薬 血圧降下剤 0006中止 9707ﾋｰﾄ記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
214 ｳﾛｶﾙﾝ225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0812迄)

050708収載
214 ｳﾛｶﾙﾝ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 0812本体ｺｰﾄﾞ変更

214 硬ｶﾌﾟｾﾙ あずき/帯黄
白

ｶﾞﾚｺｰﾙ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 日本医薬品工業 胆道疾患治療剤 9106中止

214 糖衣錠 白 無 ﾗﾎﾞﾌﾟｰﾙ錠 日本ｹﾐﾌｧ 血圧降下剤 9503中止
214 NCP 214B NCP214B 糖衣錠 白 無 ｾﾙｼﾅﾐﾝS錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日本ｹﾐﾌｧ 血圧降下剤 0203中止 9611ﾋｰﾄ変更

(ｶﾀｶﾅ)等
214 NPI-214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾙﾀﾗﾝR錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧治療剤 0510日本ｹﾐﾌｧ中止，

0603頃日本薬品工業中
止 920710収載

214 NPI R NPI 214A:5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

214 NS 214 NS214 25mg:25mg 裸錠 白 有 ｾﾅﾌﾟﾘﾄﾞ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 日新製薬 持続性ACE阻害剤 990709収載
214 OH 214:5 OH-214 5:5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢

ｵｰﾊﾗ｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大原薬品工業・沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
080704収載

214 OY 214 OY2140 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠.OY ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0011中止 980710収載
214 PH 214 PH214：15mg 裸錠 白 有 ﾐﾀｿﾙﾊﾞｲﾄﾞ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:塩酸ｱﾝ
ﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠15mg｢PH｣)
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

214 PH 214 PH214：15mg 裸錠 白 有 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠15mg｢
PH｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾀｿﾙﾊﾞｲﾄﾞ錠)

214 RA214SV 糖衣錠 白 無 ﾁｸﾞﾒﾅｼﾝ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 進化製薬 血圧降下剤 9312中止

214 214 糖衣錠 淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更
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214 SY SY214SV 裸錠 淡黄 無 ｼｰﾗﾝｽ ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 進化製薬 血圧降下剤 9403中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ
の製品多数あり

214 t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧品名(080620ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

214 t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅ
ｶﾉ｣)，ﾋｰﾄ若干変更

214 TYK214:TYK214 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｪﾚﾀﾞｲﾑ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾚﾀﾞｲﾑ錠)

214 TZ 214:25 TZ214 0.025:0.025mg
TZ214

裸錠 淡赤 有 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠25 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g あすか製薬-武田薬品工
業

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤 0302ﾋｰﾄ変更 980710収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

214 LA 214 ZNC 60mg:ZENECA 214 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

214 ZNC 214:50 50mg:ZENECA 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 9311変
更 14Tﾋｰﾄ表に曜日記載

214 ZNC 214 25mg:ZENECA 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変
更(社名変更により)

214 ZNC 214：25 25mg:ZNC214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 心臓選択性β 遮断剤 1003承継(前:大日本住友
製薬)

214 ZNC 214:50 50mg:ZNC214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 心臓選択性β 遮断剤 1003承継(前:大日本住友
製薬)

214 裸錠 白 有 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
(COX-2選択的阻害剤)

070316収載

215 NS 215 NS215 5:5mg 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日新製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

215 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

215 CG 215 LIO5:CG 215 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9802ﾋｰﾄ
裏変更(LIO5削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

215 CG 215 5mg：5mg CG215 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗痙縮剤 03頃ﾋｰﾄ変更，表LIO5削
除等

215 裸錠 黄 無 ｼﾞﾋﾞﾀｰﾙ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 冠血管拡張剤 9310中止
215 KL 215 KL215:CLs 有核錠 薄橙(内核:白

～灰)
無 ｸﾘｱﾐﾝS錠 日本ｶﾞﾚﾝ 頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 9501社

名変更 900713収載
215 KN 215 KN215 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠500｢KN｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 小林化工 制酸剤 020705収載
215 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ

ﾄ
白 無 MDSｺｰﾜ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和新薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0301迄) 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
215 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ

ﾄ
白 無 MDSｺｰﾜ錠150 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 050610品名変更(前：

MDSｺｰﾜ錠) 0310本体ｺｰ
ﾄﾞ位置変更（両面→片面

215 耳:KP-215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌﾙﾌｨｰﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 杏林製薬 抗悪性腫瘍剤 0008中止
215 LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 東洋新薬 止瀉剤 中止 920710収載
215 LPR 215 LPR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ｴﾑｴﾌ 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9603社名

変更 900713収載
215 LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 旧品名(0911ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸

塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

215 LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 0911商品名変更(前:ﾛﾍﾟﾗ
ﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg)

215 MED 215:5 MED-215:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢MED｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性Ca拮抗剤 高血圧
症･狭心症治療剤

080704収載

215 MPI 215 MPI215:10mg 糖衣錠 白 無 ﾆｺﾃﾞｰﾙ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 Ca拮抗性降圧剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0207ﾋｰﾄ表10削

215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾍﾞｽﾄﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ
ｵｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃｵﾌｨﾘﾝ

200mg 日本新薬 冠循環改善剤 9506中止
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215 NF 215 NF215 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 S･ｱﾄﾞｸﾉﾝ錠30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 血管強化･止血剤 0803ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(田辺三菱製薬より)

215 NN 215 NN215 有核錠 薄橙(内核:白
～灰)

無 ｸﾘｱﾐﾝ配合錠S0.5 日医工 頭痛治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾘｱﾐﾝS錠)

215 OH 215:10 OH-215 10:10mg 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業・沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

215 PH 215 PH215 裸錠 白 有 ﾄｰﾌﾞﾛﾐﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳循環･代謝改善剤 9903中止 940708収載
215 Sc 215 Sc215 ALX25:25mg 裸錠 淡橙 有 ｱﾚｷｻﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 三和化学研究所 K維持性利尿降圧剤 1005中止
215 SD215 JAXONIN10 裸錠 白 有 ｼﾞｬｸｿﾆﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 昭和薬品化工 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9104中止

215 SR 215 SR215 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾗﾌﾞﾚﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 白井松新薬 心臓選択性β 遮断剤 9811中止 ﾋｰﾄ表裏商品
名記載

215 SW 215 SW-215 25: 25 mg 裸錠 白 無 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠25｢SW｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 沢井製薬 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 1011発売
215 TYK215 裸錠 白 無 ｸﾛｺﾃﾞﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1001日本化薬中止

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛｺﾃﾞﾐﾝ錠)

215 TC 215 TC215 裸錠 淡黄赤 有 ｴﾎﾁﾉﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 大鵬薬品工業 循環増強剤 1006中止 0706商品名変
更(前:ｴﾎﾁﾉﾝ錠)

215 TKS 215 NP:TKS215 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾈﾌﾟﾃﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 消化管運動調律剤 旧ﾋｰﾄ(03頃迄) 0110販売
元変更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

215 TKS 215 TKS215：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾈﾌﾟﾃﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 消化管運動調律剤 0909杏林製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

215 TTS-215 12mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗｷｿﾛﾝ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

高田製薬 緩下剤 0710中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾗｷｿ
ﾛﾝS錠)

215 Tu 215 TU215 100mg:TU215
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢TCK｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

215 Tw 215 Tw215 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾞﾙｽﾀﾝL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 東和薬品 徐放性前立腺肥大症治
療剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾙｽﾀﾝL錠)

215 裸錠（楕円形) 白 有 ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
(COX-2選択的阻害剤)

070316収載

215 裸錠 白 有 ｶﾙｸﾚｯﾄ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東京田辺製薬 高血圧･洞性頻脈治療剤 9403中止
216 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
070706収載

216 CG 216 LIO10:CG 216 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9803ﾋｰﾄ
裏変更(LIO10削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

216 CG 216 10mg：10mg CG216 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗痙縮剤 03頃ﾋｰﾄ変更，表LIO10
削除等

216 FPF 216 耳:A-PHRINE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｰﾌﾗｲﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 藤本製薬 脳動脈硬化用剤 9001中止
216 裸錠 黄 無 ｼﾞﾋﾞﾀｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 冠血管拡張剤 9310中止
216 HK216 HK-216 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/無透

明
ﾗﾌﾞﾉｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 虚血性心疾患治療剤 0106中止 9711ﾋｰﾄ裏変

216 耳:KP-216 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾐｴﾌﾞﾛｰﾙ ﾐﾄﾌﾞﾛﾆﾄｰﾙ 50mg 杏林製薬 抗悪性腫瘍剤 0010中止
216 ML ML:ML216SV 裸錠 白 無 ﾀﾘﾖﾅｰﾙ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 進化製薬 起立性低血圧･片頭痛治

療剤
9603中止

216 MPI 216 MPI216:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｺﾃﾞｰﾙ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 Ca拮抗性降圧剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0204ﾋｰﾄ表20削

216 裸錠 淡橙 有 ｱﾚｽﾃﾝ錠150mg ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 日本新薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾚｽﾃﾝ錠)

216 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾌﾟﾀｰｼﾞｽ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 日本医薬品工業 消化器機能異常治療剤 9211中止
216 NS 216 NS216 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾙｸｼｰﾙ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日新製薬 心･腎疾患治療剤 0911ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾙｸｼｰﾙ錠)

216 OH 216:2.5 OH-216 2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大原薬品工業 持続性Ca拮抗薬 080704収載
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216 216 OZN 糖衣錠 白 無 ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患･脳血管障
害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9408本
体刻印

216 PH216 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾐﾀ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 97中止
216 SEARLE 216 SEARLE 216 裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾏﾐﾝ ｼﾞﾒﾝﾋﾄﾞﾘﾅｰﾄ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(0710迄)，承継に

伴い(陽進堂へ) 0304社
名変更（統合に伴い）

216 TYK216 5 裸錠 白 有 ｳﾌﾞﾃｯｸ錠5mg 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 0712商品名変更(前:ｳﾌﾞ
ﾃｯｸ錠)

216 216 糖衣錠 白 無 ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 心疾患治療剤 旧品名(090324ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩
酸塩錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

216 216 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 心・腎疾患治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠)

216 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ色/ｸﾘｰ
ﾑ色

ﾏﾀﾞﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化酵素剤 92中止

216 TTS 216 FLR:TTS-216 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明(淡白ｼｰﾙ)

ﾌﾙﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 高田製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 920710収
載

216 TTS 216 TTS-216 2.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明(淡白ｼｰﾙ)

ﾌﾙﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 高田製薬 緩下剤 0104中止 97ﾋｰﾄ変更

216 Tw 216 10mg:Tw216 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

217 裸錠 黄白～淡黄 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

050708収載

217 CP217SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾞｾｰﾄ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 進化製薬 脳血流促進剤 9403中止
217 DH DH217SV 裸錠 白 無 ﾘﾃﾙｾﾝ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 進化製薬 血管拡張剤 9504中止
217 DL DL217SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｰﾅ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 進化製薬 虚血性心疾患･脳血管障

害治療剤
9603中止

217 DP217SV 糖衣錠 赤 無 ｻｾﾞｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 進化製薬 冠血管拡張剤 9603中止
217 FPF 217 FPF217 30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 S･ｸﾆｯｸ錠 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
30mg 藤本製薬 血管強化･止血剤 0408中止

217 HF217A1 糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂 虚血性心疾患治療剤 9503中止
217 HF217B2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾛﾅﾘｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 陽進堂 脳血流促進剤 9503中止
217 HF217C1 糖衣錠 赤 無 ﾀﾛﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 陽進堂 冠循環改善剤 9503中止
217 KW217 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾞｼﾞﾄﾏｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9411再開 9204中止

900713収載
217 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾓﾃﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 帝三製薬 高血圧･狭心症治療剤 9110中止
217 MPI 217 MPI217:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｺﾃﾞｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続型Ca拮抗性降圧剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆｺﾃﾞｰﾙLA20)
217 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日本新薬 頻尿治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，商品

217 NCP 217A 糖衣錠 桃 無 ｻｲﾉｼﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 日本ｹﾐﾌｧ 虚血性心疾患治療剤 9501中止
217 NCP217B：5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
赤 ﾐﾙﾌｧｼﾞﾝ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0803中止

217 NCP 217D NCP217D：30 裸錠（徐放錠） 白 無 ｶﾙﾅｰｽ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日本ｹﾐﾌｧ Ca拮抗剤 0803中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ｶﾙ
ﾅｰｽ)

217 NCP 217E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾆｼﾞﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 虚血性心疾患･脳血管障
害治療剤

9712中止

217 NF 217 NF217 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢AFP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

217 NP 217:10 10mg:NP-217 裸錠 微赤 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠10mg｢NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 利尿降圧剤 1006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表→裏
060707収載

217 NPI 217 NPI 217 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｸﾃｰﾙ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日本薬品工業-わかもと
製薬

循環機能改善剤 9904中止

217 NPI 217 NPI-217 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
NPI｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載
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217 NPI-217A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾊﾞﾗｺｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本薬品工業 血管拡張剤 9509中止
217 NPI 217A NPI-217A 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢

NPI｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
060707収載

217 NPI-217B KNORAMIN 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾉﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 95中止
217 NPI 217C NPI-217C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/無透

明
ｻｲｺﾍﾞﾗﾝRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9704中止 920710収載

217 NPI:C NPI-217D 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 920710収載
217 NPI:217F NPI-217F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾄﾙﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0111中止 980710収載
217 NPI:217G NPI-217G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾙﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0111中止 980710収載
217 NPI217SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾋﾟｼﾞｰﾙ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 進化製薬 循環機能改善剤 9603中止
217 NS 217 NS217 4：4mg 裸錠 白 無 ｺﾌﾒｼﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日新製薬 去痰･気道粘膜疾患治療

剤
1003中止 0304本体ｺｰﾄﾞ
化

217 OH 217:5 OH-217 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大原薬品工業 持続性Ca拮抗薬 080704収載

217 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠2.5mg ｸｴﾝ酸ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg 大日本住友製薬 消化管運動促進剤 980925収載 ﾋｰﾄ商品名
記載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧ

217 PH 217 PH217 裸錠 淡黄褐 有 ﾉｲﾀﾞﾌﾞﾙ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 利尿降圧剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

217 Sc 217 FRI R 裸錠 白 有 ﾌﾘｸﾀﾝR錠 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ､ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 三和化学研究所 血圧降下剤 9108中止
217 SD 217 SD217:SD 217 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｻﾞﾉｰﾙ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 昭和薬品化工 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9904中止 9605進化製薬
から承継

217 SW 217 SW-217 12.5:12.5 裸錠 白 有 ｾﾎﾞﾁｰﾙ錠12.5 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載

217 TBP217 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾟﾉｶ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 東菱薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
217 TP 217 30mg TP-217 裸錠 白 有 ﾃﾞﾙﾄｰﾏ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ﾃﾞﾙ

ﾄｰﾏ錠)
217 T 裸錠 白 無 ｱﾗﾈﾄﾘﾝ錠50mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 50mg 高田製薬 胃･十二指腸潰瘍治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾗﾈﾄﾘﾝ錠)
0306ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(TTS-217)
削除

217 Tw 217 Tw217 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟｷｻﾉﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

東和薬品 広範囲経口抗菌剤 020705収載

217 TZ 217:10 TZ217 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾉｰﾑ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

218 BF218SV 糖衣錠 白 無 ｹﾞﾙﾊﾞｰﾂ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 進化製薬 脳血流障害改善剤 9603中止
218 CR218SV 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ｶﾚﾝﾊﾞﾛｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 進化製薬 高脂血症治療剤 9409中止
218 EL218SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｯﾄ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 進化製薬 血管代謝改善剤 9403中止 900713収載
218 裸錠 白 無 ﾋﾎﾟﾗｰﾙ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg あすか製薬-武田薬品工

業
起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾎﾟﾗｰﾙ錠)
0804ﾋｰﾄ表1mg追加

218 HD 218  HD 218 HD-218 0.5mg：0.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/濃赤 ﾊｲﾄｺﾊﾞﾐﾝMｶﾌﾟｾﾙ500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲﾄｺﾊﾞﾐﾝM｢ｶ
ﾌﾟｾﾙ｣) 0306ﾋｰﾄ変更
0304社名変更（前：菱山

218 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

218 amotril 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

218 MPI 218 MPI218:40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｺﾃﾞｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続型Ca拮抗性降圧剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｺﾃﾞｰﾙLA40)

218 糖衣錠 白 無 ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾌｪﾀﾞﾉｰﾙ 12.5mg 日本新薬 中枢性鎮咳剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏
商品名記載 9704ﾋｰﾄｺｰ

218 K 腸溶錠 白 無 ｶﾘｸﾛﾓﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日医工 循環障害改善剤 0112ﾋｰﾄ変更
218 NPI 218 NPI-218:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾄﾛｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日本薬品工業 高脂血症治療剤 0703中止 990709収載
218 NPI 218A EXTEROL 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｴｷｽﾃﾛｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日本薬品工業 動脈硬化用剤 8809中止
218 NS 耳:NS218 裸錠 白 有 ﾌｪｽﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 日新製薬 気管支拡張剤 9112中止
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218 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg ｸｴﾝ酸ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 5mg 大日本住友製薬 消化管運動促進剤 980925収載 ﾋｰﾄ商品名
記載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧ

218 PC PC218SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾌﾞｺﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 進化製薬 高脂血症治療剤 9603中止 940708収載
218 PH218 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/淡黄 ﾆﾙｾﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 胆道疾患治療剤 0001中止
218 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠T250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 帝三製薬 高脂質血症治療剤 0010中止 920710収載
218 RM 218 RM218 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｽﾓﾁﾝ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ

ｾﾞ単位
ﾛｰﾏﾝ工業 脂質代謝改善剤 97中止 900713収載

218 裸錠 白 有 ﾌｪﾙﾏｷｼﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ｼｵｴ製薬 脳･末梢循環障害改善剤 9905中止 舌下錠
218 SW 218 SW-218 30mg：30mg 裸錠 白 無 ﾉｲﾀｰｾﾞ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 0912中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ﾉｲ
ﾀｰｾﾞ30)

218 N 5 裸錠 白 有 ﾆﾄﾙﾋﾞﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大洋薬品工業 狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711頃迄)
0403ﾋｰﾄ変更

218 TBP218 TBP218 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/淡橙 ﾌﾟﾚﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 東菱薬品工業 高脂血症治療剤 0106中止
218 TU 218  TU 218 TU218 0.1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ

0.1mg｢TCK｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 辰巳化学 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
080704収載

218 250mg:ZENECA 218 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9311変
更(社名変更により)

218 500mg:ZENECA 218 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9311変
更(社名変更により)

218 250mg:ZNC218 ZENECA 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 9912中止 9706PTPｼｰﾄ
裏変更，裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

218 500mg:ZNC218 ZENECA 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 9912中止 9706PTPｼｰﾄ
裏変更，裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

218 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

広範囲経口抗菌製剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(0701迄)

219 AK 219 AK219 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢あ
すか｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-あすか製
薬，武田薬品工業

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

219 HD 219 HD-219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾋﾟﾄｰﾝ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 菱山製薬 鎮痛･抗炎症剤 9812中止 960705収載
219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ

ﾈｶ薬品)
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

219 ICI 219:20 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

219 219 LBS 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾍﾞｽﾄﾆﾝ錠100 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 α β 遮断剤 94中止 920710収載
219 M219 裸錠 白又は微黄 有 ｶﾞﾝﾏ･ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣

100
ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 100mg 模範薬品研究所 自律神経賦活剤 9008中止

219 M2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾛｲｼﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 帝三製薬 微小循環改善剤 9304中止
219 NH219SV 糖衣錠 白 無 ﾆﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 進化製薬 循環機能改善剤 9504中止 900713収載
219 NIK 219 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｶﾘｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ25単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日医工 循環系調整剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾘｸﾛﾓﾝSｶﾌﾟ
ｾﾙ) 0406ﾋｰﾄ変更

219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾅｲｷﾉｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 帝三製薬 脳循環代謝改善剤 9809中止 920710収載
219 NMB 219 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾝ錠25mg 酢酸ｺﾙﾁｿﾞﾝ 25mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 1012製造販売元変更

(前:MSD) 1010社名変更
(統合に伴い，前:万有製
薬) ﾊﾞﾗのみ

219 NPI 219 NPI-219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾗｰﾑ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日本薬品工業 脳循環代謝改善剤 9902中止
219 NPI-219A 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾆｺﾋﾞﾀ-ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 日本薬品工業 微小循環改善剤 9606中止
219 NPI:10 NPI-219B ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾝﾃｰﾙ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業 循環機能改善剤 9902中止 900713収載
219 NPI:20 NPI-219C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾝﾃｰﾙ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業 循環機能改善剤 9902中止 900713収載
219 NPI 219D NPI-219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾄﾚｽL錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本薬品工業 持続性脳微小循環改善 9902中止 960705収載
219 NPI 219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本医薬品工業 持続性脳微小循環改善 99中止 980710収載
219 NS NS219 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｸﾜｰﾙN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日新製薬 脳循環･代謝改善剤 旧品名(081219ｿｸﾜｰﾙ錠

5mgに変更)，旧ｺｰﾄﾞ
219 NS NS219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｸﾜｰﾙ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日新製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
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219 PF219SV 糖衣錠 黄 無 ﾄﾋﾟﾅｰﾑ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 進化製薬 微小循環改善剤 9603中止
219 PK219SV 裸錠 白 無 ﾓﾝﾄﾞﾘﾝ ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 進化製薬 動脈硬化用剤 9403中止
219 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｴﾁｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｼｵｴ製薬 微小循環系賦活剤 9905中止 900713収載
219 S 219 SL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｻｲﾅﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 帝三製薬 心機能亢進調整剤 0112中止
219 Sc 219 LIC100:Sc219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｶﾌﾞﾚｲﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 三和化学研究所 微小循環改善剤 9906中止
219 A Z 裸錠 白 有 ｱｺﾐｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

219 TYK219 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤/本態性振戦治療

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10)

219 TC 200 TC219SV 裸錠 白 有 ﾗﾅﾀｰﾙ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 進化製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9603中止

219 TP 219 TP-219 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾒﾃﾞｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0912ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ中止
0908中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

219 TU 219  TU 219 TU219 0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢TCK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 辰巳化学 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

080704収載

219 Tw 219 20mg:Tw219 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

219 VI VI219SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾘﾉﾌﾞﾚｰﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 進化製薬 脳循環代謝改善剤 9603中止 920710収載
219 YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂-日医工 代謝性強心剤 1003中止 0210本体ｺｰﾄﾞ

化 陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
とﾋｰﾄ異なる

219 10mg:ZENECA 219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変
更(社名変更により)

219 ZNC 219:10 10mg:ZNC219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0305本体ｺｰﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ
変更 00ﾋｰﾄ変更
(ZENECAをAstraZeneca

219 ZNC 219:20 20mg:ZENECA 219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9311変
更(社名変更により)

219 ZNC 219:20 20mg:ZNC219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0305ﾋｰﾄ裏AstraZeneca
削除

220 220 AGC 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(98  まで) 9512販
売

220 220 CLS 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 循環機能改善剤 9512中止 同品名ｶﾙｼﾞｰﾙ
錠200（ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ製剤)
とは成分異なる

220 裸錠 白 有 ﾒﾙﾋﾞﾝ錠 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 住友製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504頃迄) 02本
体およびﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化，錠
剤形状変更

220 糖衣錠 赤橙 無 ﾊﾟﾑｾﾞﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 東邦新薬 冠循環増強剤 中止
220 KH 220 2mg KH220:2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 協和発酵ｷﾘﾝ 高血圧症治療剤(持続性

組織ACE阻害剤)
0810ｺｰﾄﾞ変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

220 KN 220 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾌｴﾛｽﾚｵﾝ ﾄﾚｵﾆﾝ鉄 150mg 小林化工 造血鉄剤 98中止
220 MED 220 MED-220:2 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢

MED｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧症･狭心症治療剤
070706収載

220 MO 220 MO220 裸錠 白 無 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠250mg｢ﾓ
ﾁﾀﾞ｣

酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 持田製薬 制酸･緩下剤 070706収載

220 MPI 220 MPI220：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 不整脈治療剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表10削

220 NS 220 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾀﾜｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 日新製薬 抗不整脈用剤 0906中止 03頃本体ｺｰﾄﾞ
化，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞNS220削除
予定

220 PH220 裸錠 黄褐 有 ｾﾞﾝﾄｽ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 97中止
220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｼｱｽ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ｼｵｴ製薬 脳循環代謝改善剤 9905中止 900713収載
220 SANKYO 220:5 裸錠 白 無 ﾌﾞｸﾏﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞｸﾓﾛｰﾙ 5mg 三共 不整脈･狭心症治療剤 01春頃中止予定
220 Sc 220 Sc220 CHL-L50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸﾛｷﾅﾝL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 三和化学研究所 徐放性前立腺肥大症治

療剤
0312ﾋｰﾄ変更 980710収
載

220 SS 220 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟｱﾃｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｴｽｴｽ製薬 持続性消炎･鎮痛･解熱 9307中止
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220 SW 220 SW-220 90mg：90mg 裸錠 白 有 ﾉｲﾀｰｾﾞ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1001中止 0806商品名変
更(前:ﾉｲﾀｰｾﾞ90)

220 220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 0603ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏等) 9804ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 9510収載

220 TP 220 TP-220 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽｲｻﾝ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤
220 TSU220 0.25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ250μ g｢ﾂﾙ

ﾊﾗ｣
ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
(ﾂﾙﾊﾗ))

220 TTS-220 25mg 糖衣錠 淡緑 無 ﾀｶﾍﾞﾝｽ錠25mg ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ 25mg 高田製薬 軟部腫脹治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀｶﾍﾞﾝｽ錠)

220 TU 220:2.5 TU220 2.5mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
TCK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ
ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
080704収載

220 Tw 220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠2mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

220 Tw 220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠2mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

220 TYK220 0.25μ g:TYK220
0.25

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940708収載

220 Z220 Z220 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾊﾟﾗﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 日本臓器製薬 脳･末梢血流改善剤 9402中止
220 10mg:AstraZeneca

ZNC220-N10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ

薬品)，中止
220 5mg:AstraZeneca

ZNC220-N5
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ

薬品)，中止
220 裸錠 白 有 0.5mgｺﾙｿﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0406中止
221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 筋緊張･循環改善剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠)
0310社名変更

221 ARA221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄｸｱﾚﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｱﾗｸｽ 消炎鎮痛剤 9501中止
221 BRISTOL 221 BC 125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌﾞﾘｾﾌｶﾌﾟｾﾙ125 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
125mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9712中止

221 221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾙｶﾞﾆﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 97ﾋｰﾄ変
更 9606ﾋｰﾄ変更 9510本

221 糖衣錠 赤橙 無 ﾊﾟﾑｾﾞﾝ25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東邦新薬 冠循環増強剤 中止
221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤

221削除等)
221 HD 221 HD-221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾋﾞｸﾄﾐﾝSｶﾌﾟｾﾙ 菱山製薬 神経機能障害改善剤 96中止
221 KH 221 4mg KH221:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 協和発酵ｷﾘﾝ 高血圧症治療剤(持続性

組織ACE阻害剤)
0810ｺｰﾄﾞ変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

221 Kw 221 KW221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ｾﾎﾞﾄﾎﾞﾙ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

旧品名(080620ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸
ﾅﾄﾘｳﾑ錠200ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣に
変更) 0402本体ｺｰﾄﾞ追加

221 Kw 221 KW221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠200mg
｢ｱﾒﾙ｣

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾎﾞﾄﾎﾞﾙ錠)

221 KYO221 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾍﾙﾗｰﾄ･ﾐﾆｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 京都薬品工業-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

高血圧･狭心症治療剤 0908中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾍﾙ
ﾗｰﾄ･ﾐﾆ)

221 LA 221 ZNC 60mg:LA221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

旧ﾋｰﾄ(0411迄) 0305ﾋｰﾄ
裏AstraZeneca削除

221 LA 221 ZNC ZNC221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLAｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

徐放性高血圧･狭心症治
療剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(ZNC221)裏->
表，ﾋｰﾄ表60mg削除

221 M221 KN-5 裸錠 白～淡黄 有 ｺﾘﾈﾙｼﾞﾝ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 模範薬品研究所 平滑筋鎮痙剤 9302中止
221 MED 221:4 MED-221:4 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢

MED｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧症･狭心症治療剤
070706収載
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221 MO 221 MO221 裸錠 白 無 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg｢ﾓ
ﾁﾀﾞ｣

酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 持田製薬 制酸･緩下剤 070706収載

221 MPI 221 MPI221：200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 不整脈治療剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表20削

221 MSD:221 MSD221:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠25mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

25mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

MSD 選択的DPP-4阻害剤，糖
尿病用剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 091211
収載

221 R d 裸錠 白 有 ﾗｼﾞｱﾐﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本新薬 降圧利尿剤 9811中止 9704ﾋｰﾄ記号

載(ｶﾀｶﾅ)
221 NF 221 NF221 12.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢AFP｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
101119収載

221 NS221 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日新製薬 血圧降下剤 9906中止
221 OH 221：5 OH-221 5mg：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg

「OHARA」
ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大原薬品工業・高田製

薬，持田製薬
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0609日医工中止 0412本
体刻印追加

221 2 PH221 PH221:2mg 裸錠 白 有 ｲﾉﾍﾞｰｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0609中止 960705収載

221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾎﾟｽ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｼｵｴ製薬 循環機能改善剤 9905中止 900713収載
221 SANKYO 221:10 裸錠 白 有 ﾌﾞｸﾏﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞｸﾓﾛｰﾙ 10mg 三共 不整脈･狭心症治療剤 01春頃中止予定
221 Sc 221 Sc221 NIR10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾚｰﾅ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 高血圧･狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更

（Sc221裏から表へ）
221 裸錠(楕円形) 白 有 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg MSD 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 1010社名変更(統合に伴

い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)
221 221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾙｶﾞﾆﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 旧品名(0812ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘ

ﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠0.125mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更)

221 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾛｶﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｲｿｱﾐﾆﾙ 40mg 旭化成工業 鎮咳剤 9410中止
221 221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩

錠0.125mg｢ﾀｲﾖｰ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 0812商品名変更(前:ﾃﾞﾙ

ｶﾞﾆﾝ錠)，ﾋｰﾄ表0.125mg
221 TP 221 TP-221 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽｲｻﾝ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤
221 TSU221 0.25mg:0.25mg 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠(ﾂﾙ
ﾊﾗ))

221 TTS-221 糖衣錠 青 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾀｶﾀ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 高田製薬 不整脈治療剤 9009中止
221 TU 221:5 TU221 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢

TCK｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ

ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
080704収載

221 Tw 221 Tw221 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｽﾛﾝﾀｸｽ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 血管拡張性β 1遮断薬 000707収載
221 TYK221 0.5μ g:TYK221

0.5
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940708収載

221 VSR 221 糖衣錠 白 無 ﾊﾞｯｻﾘﾝF錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 94中止
221 YD221 裸錠 白 有 ﾖｳﾋﾞｽｹﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 陽進堂 高血圧･頻脈用剤 0812中止
221 LA 221 ZNC ZNC221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLAｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ

ﾈｶ
徐放性高血圧･狭心症治
療剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(ZNC221)裏->
表，ﾋｰﾄ表60mg削除

221 裸錠 白 有 ﾍﾞﾗﾁﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 田辺三菱製薬 閉塞性気道疾患用剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾗﾁﾝ錠)

221 裸錠 白～帯黄白 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ7.5mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 7.5mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
222 AK 222 AK222 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢AA｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg あすか製薬-武田薬品工

業
ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

222 BH222SV 裸錠 白 無 ﾁﾐｽﾃﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 進化製薬 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(9207まで)
222 BRISTOL 222 BC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌﾞﾘｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)

222 BRISTOL 222 BRISTOL222 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌﾞﾘｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0006中止 9709ﾋｰﾄ裏変
更

222 CE222 糖衣錠 白 無 ｽﾘｰﾀﾞｸﾆﾝ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 進化製薬 去痰･気道粘膜正常化剤 9603中止
222 CT CT222SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｺﾗｽ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 進化製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
9603中止 900713収載
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222 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾓﾊﾞﾛｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 消化管運動機能改善剤 中止 920710収載
222 HD-222 裸錠 黄 有 ﾋｼﾌｪﾘﾝS錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 菱山製薬 循環増強剤 02頃中止
222 KW 222：200 222:KW222 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 旧品名(050610迄)，品名

変更に伴う(新：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ
錠200mg｢ｱﾒﾙ｣)

222 Kw 222：200 222:Kw222 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200「ｱ
ﾒﾙ｣)

222 KYO222 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長楕
円形)

橙 ﾍﾙﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 京都薬品工業-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

高血圧･狭心症治療剤 0908中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾍﾙ
ﾗｰﾄ)

222 MED 222:8 MED-222:8 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
MED｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

070706収載

222 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠DB 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 080704収載

222 NCP 222A NCP222A：100 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲｴｰｽ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 去痰剤 0803中止 9611ﾋｰﾄ変更

222 NPI 222  NPI 222 NPI-222 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｼﾘﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日本薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0912中止 0903日本ｹﾐﾌｧ
中止 0806商品名変更
(前:ｾｼﾘﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ)

222 NS 22 NS222：20mg 糖衣錠 白 無 ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬 Ca拮抗性降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)，ﾋｰﾄ
表20mg記載に変更
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠)

222 OH 222：5 OH-222 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾒｲﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大原薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

222 裸錠 黄～橙黄 有 ｺｴﾝｻﾞQ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大日本製薬 心筋代謝賦活剤 9610中止
222 PH222 裸錠 白 無 ﾐﾀｰﾙ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 動脈硬化用剤 9503中止
222 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾌｿｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｼｵｴ製薬 虚血性心疾患治療剤 9701中止 920710収載
222 SB 2 SB222SV2 裸錠 白 無 ｱﾌｪﾅｰﾄ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 9603中止 9208ﾋｰﾄ変更
222 SB 4 SB:SB222SV4 裸錠 白 無 ｱﾌｪﾅｰﾄ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 進化製薬 気管支拡張剤 9204中止
222 糖衣錠(楕円

形)
赤 無 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ復効錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0312中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
222 SR 222 SR222 15mg 裸錠 白 有 ﾀﾉﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 白井松新薬 気道潤滑去痰剤 9907中止 ﾋｰﾄ表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
222 SS 222 裸錠 微黄 有 ﾋﾟｱﾃｯｸ錠 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｴｽｴｽ製薬 持続性鎮痛･消炎剤 0209中止 920710収載
222 TP 222：1 TP-222 1mg：1mg 裸錠 白 有 ｱﾙﾌﾛｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ・血圧
降下剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  040709収載

222 TS 2 TS:TS222SV 裸錠 白 有 ﾊﾞｾｿﾞﾘﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)
222 TSU222 5mg 糖衣錠 淡黄緑 無 ｺﾝｽｰﾝ錠5 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 鶴原製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ
222 TU 222:10 TU222 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢

TCK｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ

ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
080704収載

222 Tw 222 Tw222 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｽﾛﾝﾀｸｽ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 東和薬品 血管拡張性β 1遮断薬 000707収載
222 裸錠 極薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ15mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
223 223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｽﾄｯｸﾘﾝ錠200mg ｴﾌｧﾋﾞﾚﾝﾂ 200mg MSD 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1010社名変更(統合に伴

い，前:万有製薬) 090918
収載 ﾊﾞﾗ包装のみ

223 AM AM223SV 裸錠 白 無 ﾗﾘﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 進化製薬 気道潤滑去痰剤 9603中止 920710収載
223 BH223SV 裸錠 白 無 ﾁﾐｽﾃﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 進化製薬 気道粘液溶解剤 9603中止 9207変更
223 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠10 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg あすか製薬-武田薬品工

業
脳循環代謝改善剤 0808ﾋｰﾄ表mg追加 0207

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
223 h 223 h-223 裸錠 白 無 ﾋﾞﾊﾞﾝﾄ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ)
脳代謝賦活･精神症状改
善剤

9008中止

223 HD 223 100mg HD-223:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋｼﾐﾄﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｼﾐﾄﾞﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬） 900713収載

223 KL 223 裸錠 白 無 ｺﾗﾝﾁﾙ錠 塩野義製薬 胃炎･消化性潰瘍用剤 9311中止
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223 KN 223 KN223 15mg 裸錠 淡紅 有 ｺﾌﾍﾞﾀﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 小林化工 鎮咳剤 0001中止 95変更
223 KW 223:50 KW223 50:KW223 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠50mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ｽﾙﾄﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
共和薬品工業 抗精神病剤 100528収載

223 NPI 223 NPI-223 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾝｸｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘﾝｸｰﾙ錠)

223 PH223：10mg 裸錠 白 有 ﾀｸﾞ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0705中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｽﾎﾝ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｼｵｴ製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9908中止 920710収載

223 Sc 223 DIA 60：60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)
010907収載(商品名変更
前:ﾀﾞｲｱｰﾄ錠)

223 Sc 223 Sc223：60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

223 SW 223 SW-223 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ)

223 TYK223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾒｯｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 切迫流･早産治療剤 0909商品名変更(前:ｳﾃ
ﾒｯｸ錠)

223 223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞﾛﾊﾟｺｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β 受容体遮断剤 02頃中止 9803ﾋｰﾄ変更
223 TBP:223 TBP223 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾝｼﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 東菱薬品工業 気道粘液溶解剤 中止
223 TC 223 TC223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛﾝM錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大鵬薬品工業 脳代謝改善剤 9305中止
223 Th 223 Th223 HGT:HGT 裸錠 白 無 ﾊｲﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
9808中止

223 TP 223：2 TP-223 2mg：2mg 裸錠 淡橙白 有 ｱﾙﾌﾛｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ・血圧
降下剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  040709収載

223 TSU223 10mg:10mg 糖衣錠 淡緑 無 ｺﾝｽｰﾝ錠10 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 鶴原製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ
223 TTS-223 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明 ﾘﾎﾑﾁﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 高田製薬 胃･十二指腸潰瘍治療剤 8910中止
223 TU 223:1 TU223:TU223 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢

TCK｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 辰巳化学 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

223 Tw 223 Tw223 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾆｽﾄ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 持続性高血圧･狭心症治
療剤

020705収載

223 TZ223 TZ223 100:TZ223 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾌﾅﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 帝国臓器製薬 子宮内膜症治療剤 9808中止 920710収載
223 223 ZPC-40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞﾛﾊﾟｺｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 95本体

刻印，ﾋｰﾄ変更
223 裸錠 薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ30mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 30mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
223 裸錠 淡紅 有 ｺﾌﾍﾞﾀﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 小林化工 鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)
224 糖衣錠 橙 無 ﾉｲｷﾉﾝ糖衣錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9604ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
224 FPF 224 FPF 224 糖衣錠 白 無 ｺﾛﾝﾎﾟ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 藤本製薬 循環機能改善剤 9412中止 900713収載
224 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg あすか製薬-武田薬品工

業
脳循環代謝改善剤 0808ﾋｰﾄ表mg追加 0208

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
224 HD 224 HD:HD-224 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝｱﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 菱山製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
224 KP-224 KP-224 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡褐 ｲﾝｽﾐﾝ10 ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 杏林製薬 睡眠導入剤 0612頃中止 0307ﾋｰﾄ裏

mg追加等 9707ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

224 MED 224:2.5 2.5mg MED-224:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

224 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日本新薬 脳循環改善剤 9904中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

224 YD 008 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｼﾞｬｽﾄ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 陽進堂-日医工 血管強化･止血剤 0603頃中止 0210本体ｺｰ
ﾄﾞ化

224 OH 224：10 OH-224 10mg：10mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg
「OHARA」

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 大原薬品工業・持田製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

07頃日医工中止 040709
収載

224 PH 224 PH224 裸錠 白 有 ﾀｸﾞ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9706中止

224 糖衣錠 白 無 ﾊﾞｽﾌﾞﾛｰﾁ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ｼｵｴ製薬 心･脳疾患治療剤 9905中止 920710収載

104 / 276 ページ



224 Sc 224 DIA30:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠30mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 30mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0104
本体(楕円形へ)，割線(無
→有)，ﾋｰﾄ(Sc224削除)
変更

224 Sc 224 Sc224:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠30mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 30mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

224 SW-224:SW-SPR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾌﾟﾛｰｾﾞ ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 沢井製薬 酵素製剤 88中止
224 C L μ g 裸錠 白 有 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤 旧品名(090925ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰ

ﾙ塩酸塩錠10μ g｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

224 C L μ g 裸錠 白 有 ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠10
μ g｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤･腹
圧性尿失禁治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ

224 TYK224 裸錠 白 有 ﾂｲﾝﾅｰｾﾞ内服錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大正薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 940708収載

224 TBP 224 TBP224 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｾﾌｪﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東菱薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
224 TU 224:2 TU224:TU224 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢

TCK｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 辰巳化学 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

224 Tw 224 Tw224 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾆｽﾄ錠20 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 東和薬品 持続性高血圧･狭心症治
療剤

020705収載

224 TZ 224:50 TZ224 0.05:0.05mg
TZ224

裸錠 白 有 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g あすか製薬-武田薬品工
業

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤 0302ﾋｰﾄ変更 9807商品
名変更に伴い記号変更
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

225 225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

黄 無 ｽﾄｯｸﾘﾝ錠600mg ｴﾌｧﾋﾞﾚﾝﾂ 600mg MSD 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 080620
収載

225 EK 06 225mg EK06:225 EK06 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 225mg 小林化工-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

225 EK 06 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 225mg 小林化工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲとﾋｰﾄ異なる

225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｽﾁｰﾑ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

ｴｰｻﾞｲ 脂質代謝異常改善剤 0702ﾋｰﾄ表1800追加，商
品名変更に伴い 061208
収載(商品名変更に伴
い，前:ｴﾗｽﾁｰﾑ錠)

225 225 FSZ-S:225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌｽｾﾞﾐﾝS錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 大洋薬品工業 鎮咳去痰剤 9007中止 薬価削除
225 K1 h-225 裸錠 淡黄 無 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ錠｢ﾎｴｲ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9609中止
225 KW 225 225:KW225 裸錠 白 無 ｽﾃｱｺｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 共和薬品工業 筋緊張性疼痛疾患治療

剤
0703中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ｽﾃｱ
ｺｰﾙ錠) 0403本体刻印追
加

225 225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9412本体ｺｰﾄﾞ化

225 MED 225:5 5mg MED-225:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ｹ
ﾐﾌｧ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

225 Y G 裸錠 白 有 ｶﾞｽｵｰﾙ錠40mg｢陽進｣ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 陽進堂-日医工 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 0305本体刻印
225 NS225 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄橙 ﾋﾎﾟｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 日新製薬 微小循環系賦活剤 9309中止 900713収載
225 OH225：20 OH225 20mg：20mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg

「OHARA」
ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 大原薬品工業・持田製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤-高脂血症治療剤-
040709収載

225 PH225 裸錠 白 無 ﾐﾀｺﾞｯﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 起立性低血圧･片頭痛用
剤

97中止

225 糖衣錠 白 無 ｲｰﾍﾞｯﾄ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵｴ製薬 循環機能改善剤 9905中止 940708収載
225 Sc 225 Sc225 PRO200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｸﾞｯﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 三和化学研究所 頻尿治療剤 0606品名変更(前:ﾌﾟﾛｸﾞｯﾄ

錠)
225 SW 225 SW-225 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収

載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10)

225 TYK225 200 裸錠 白 無 ｻﾙﾎﾞﾅｰﾄ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0707中止
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225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業･田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収載
(商品名変更に伴い，前:
ﾑｺﾄﾛﾝ錠)

225 TP 225 TP-225 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｽﾀｯﾄ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾈｽﾀｯﾄ錠)

225 TS 2 TS:TS225SV 裸錠 白 有 ﾊﾞｾｿﾞﾘﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 9603中止 9302ﾋｰﾄ変更
225 TU 225:4 TU225:TU225 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢

TCK｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 辰巳化学 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

225 Tw:225 Tw225 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(1012迄)
020705収載

225 Tw 225:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1012本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ
若干変更

225 UPJOHN 225  UPJOHN
225

UPJOHN225 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg 塩酸ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ 150mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗生物質製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0304販売社名変更（統合
に伴い）

225 ｳﾛｶﾙﾝ225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0812迄)
050708収載

225 EL 裸錠 白 無 ｴﾙﾌﾞﾛｰﾑ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 三菱東京製薬 喀痰溶解剤 0011中止
226 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾌｨｰﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 不整脈治療剤 0502中止 0205ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
226 HD-226 裸錠 橙黄 有 ﾋﾞｰﾂﾋﾞﾀﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 菱山製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9411中止
226 KW 226 KW226 100:KW226 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠100mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 抗精神病剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠100)
226 KYO 226 KYO226 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾍﾙﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 京都薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 920710収載
226 MED 226:10 10mg MED-226:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢

ｹﾐﾌｧ｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
081107収載

226 裸錠 白 有 ﾀﾝﾄｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｼｵｴ製薬 気道潤滑去痰剤 0111中止 940708収載
226 SANKYO 226 裸錠 淡灰褐～淡

黄褐
無 ﾀｶﾌﾟﾚｯｸｽ錠 ﾀｶﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞN､ﾘﾊﾟｰｾﾞ

MY
100mg，
25mg

第一三共 消化酵素剤 1003中止

226 PO 徐放性裸錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 大洋のｹ
ﾈｼﾞﾝ錠(ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ，中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

226 TYK226 50 裸錠 微黄白 無 ﾄﾙﾊﾞﾅｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 自律神経調整剤
226 TBP 226 12.5:TBP226 12.5 裸錠 白 有 ﾒﾙｶﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 東菱薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 中止 970711収載
226 TSU226 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺｺﾅﾘﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 鶴原製薬 β 遮断剤 0901中止
226 TTS 226 TTS-226 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐透明/褐透

明
ｴｲﾖﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 高田製薬 高脂血改善･抗動脈硬化

剤
9107中止

226 Tw 226:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1011本体変更，ﾋｰﾄ若干
変更

226 TZ 226 TZ226 10：10mg TZ226 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾛﾁﾝ錠10mg 唾液腺ﾎﾙﾓﾝ 10mg あすか製薬-武田薬品工 唾液腺ﾎﾙﾓﾝ剤 0208ﾋｰﾄ裏記号追加
226 裸錠 帯黄白 有 ｱﾚｷﾞｻｰﾙ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 田辺三菱製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
227 CLD 227 糖衣錠 橙赤 無 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ錠0.25mg｢ﾅｶ

ﾉ｣
ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 強心配糖体製剤 9003中止 薬価削除

227 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄み白/
白～黄み白
(黒灰帯)

ｶﾋﾟﾗﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 脳･末梢血流改善剤 9610中止 8810ｸﾞﾚﾗﾝ製
造

227 HD-227 糖衣錠 橙赤 無 ﾋﾟﾘﾀﾞﾓﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 菱山製薬 冠循環改善剤 9611中止
227 KK 327 KK327 裸錠 極薄紅 有 ｺﾊﾞｿﾆﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物

として)
小林薬学工業-日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0301中止 020607承継(三

菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)
227 KW 227 KW227 200:KW227 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠200mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 抗精神病剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠200)
227 227 MPL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 920710

収載
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227 OH 277 OH-277 10mg:10mg 裸錠 白 無 ﾛｲｺﾝ錠10mg ｱﾃﾞﾆﾝ 10mg 大原薬品工業 白血球減尐症治療剤 0712ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(第一三共より)

227 PH 227 PH227 25:25μ g 裸錠 白～微黄 無 ｽﾀﾋﾞﾝﾄ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 気管支拡張剤 0912中止
227 SANKYO 227 裸錠 類灰黄 有 ﾁﾚｵｲﾄﾞ錠50 乾燥甲状腺 50mg 三共 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0703中止
227 Sc 227 Sc227 CHL25:25mg 裸錠 微黄 無 ｸﾛｷﾅﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 三和化学研究所 前立腺肥大症･前立腺癌

治療剤
0810商品名変更(前:ｸﾛｷ
ﾅﾝ錠)

227 SW 227 SW-227 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾒｼﾀｯﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0204ﾋｰﾄ変更，表100追
加，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

227 227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9712ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

227 TBP 227 25:TBP227 25 裸錠 白 有 ﾒﾙｶﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 東菱薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0301中止 970711収載
227 Tw 227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 東和薬品 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体製剤
040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾌﾟﾛｽﾅｰ錠20）

227 TZ 227:20 TZ227 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾉｰﾑ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄赤 無 ｱｲｾﾝﾄﾚｽ錠400mg ﾗﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙｶﾘｳﾑ 400mg MSD HIVｲﾝﾃｸﾞﾗｰｾﾞ阻害剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 080627
収載 ﾊﾞﾗのみ

227 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ｱﾚｷﾞｻｰﾙ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 田辺三菱製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

228 C-22B 20 C-22B・20：20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠20mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等

228 C-22B 30 C-22B・30：30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠30mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等

228 C-22B 5 C-22B・5：5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠5mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ記
載等

228 F M FSM 228 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9511本
体変更(旧:TA) 9406本体
刻印

228 裸錠 白 有 ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg あすか製薬-武田薬品工
業

気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠)

228 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚｸﾄｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 日本新薬 血管拡張性β 1遮断薬 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

228 NS 228 NS228：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗｲﾄﾞﾗｰｽ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 日新製薬 高脂血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｲﾄﾞﾗｰｽ錠)

228 PH 228 PH228 50:50μ g 裸錠 白 有 ｽﾀﾋﾞﾝﾄ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 気管支拡張剤 0912中止
228 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙｶｰｾﾞｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 H2受容体拮抗剤 0907ﾋｰﾄ表200mg追加

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾙｶｰｾﾞｯﾄ錠)

228 SW 228 SW-228 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰白 無 ﾒﾋﾟﾅｰｽ錠 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 97中止 960705収載
228 F M 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0512

商品名変更(前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠
｢ﾅｶﾉ｣) 0209ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ

228 2.5 TSU228 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾝｽｰﾍﾞﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 鶴原製薬・共和薬品工業 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝｽｰﾍﾞﾝ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加

228 TTS-228 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞﾁｺｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 高田製薬 高脂質血症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾊﾞﾁｺｰﾙP錠)
920710収載

228 裸錠 白 無 5mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
228 裸錠 白 無 5mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
229 糖衣錠 微黄赤～帯

黄赤
無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠0.5mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下

剤
9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

229 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾘﾊﾟﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0507中止 0204ﾋｰﾄ裏商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 990507
収載
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229 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 有 ｾﾚｸﾄｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 日本新薬 血管拡張性β 1遮断薬 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
0107割線入 9705ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ削除，表商品名記載(ｶ

229 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 大洋薬品工業 消化器機能異常改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9606本
体，剤型変更 96ﾋｰﾄ変更

229 裸錠(長円形) 白～帯黄白 有 ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠5mg｢ｼｵ ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 5mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 鎮咳剤 0708発売
229 TYK229 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞｺﾌ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
229 229 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg(塩酸ﾒﾄｸ

ﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て)

大洋薬品工業 消化器機能異常治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠)
0208ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 7501収載

229 Tw 229 Tw229 40μ g：40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾌﾟﾛｽﾅｰ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 東和薬品 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

030704収載

229 裸錠 白 有 25mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
230 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠1mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下

剤
9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

230 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾊﾟﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ150 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 150mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0507中止 0203ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 990507
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載

230 KL 230 MP 裸錠 白 無 ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｶﾞﾚﾝ 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9606まで) 9501社
名変更

230 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 0310本体ｺｰﾄﾞ位置変更
（両面→片面一括） 0302
ﾋｰﾄM・300削除，300mg
追加

230 KP-230 KP-230 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡褐 ｲﾝｽﾐﾝ15 ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 杏林製薬 睡眠導入剤 0612頃中止 0307ﾋｰﾄ裏
mg追加等 97ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

230 KW 230 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ｽﾀｰﾘｽ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 共和薬品工業 抗菌性化学療法剤 0004中止 9402再開 90中
止

230 MED-230 MED-230 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾋﾟﾏﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9811中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

230 YD 020 裸錠 淡黄 有 ｷｿﾗﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 陽進堂-日医工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0612中止 0409本体刻印
230 NN 230 NN230 裸錠 白 無 ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日医工 高尿酸血症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠)
0504社名変更(前：日本ｶﾞ
ﾚﾝ，合併により)

230 PH230 糖衣錠 淡青 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾐﾀ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 不整脈治療剤 9504中止
230 Sc 230 裸錠 白 有 ｴﾙﾗｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg 三和化学研究所 末梢循環障害改善剤 0306中止 9703ﾋｰﾄ変更

(Sc230追加) 舌下錠
230 SW 230 SW-230 50:50 mg 裸錠 白 有 ｾﾎﾞﾁｰﾙ錠50 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
100528収載 十字割線

230 FM 20 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 990709収載

230 TYK230 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾁｯｸ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大正薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤
(H2ﾌﾞﾛｯｶｰ)

9501中止 940708収載

230 TP 230 2mg TP-230:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2NT 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

230 Tw 230 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠4mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

230 裸錠 黄白 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠5 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0106ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

231 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀｲｱﾄﾞﾊﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 大洋薬品工業 血圧降下剤 9002中止
231 ARA231 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾄﾞﾘｰｽﾞ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｱﾗｸｽ 冠血管拡張剤 中止
231 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ

変更
231 BRISTOL 231 SF250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
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231 BRISTOL 231  BRISTOL
231

BRISTOL231 250mg：
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 経口用合成ｾﾌｪﾑ系製剤 0707中止

231 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠5mg｢ﾁｮｰ
ｾｲ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，
田辺製薬販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

231 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠5mg「ﾁｮｰｾｲ」)

231 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠3mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 3mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

1004中止

231 FL 231-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙﾛﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日本ﾍｷｻﾙ 止瀉剤 0010中止 980119承認
9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

231 KN 231 KN231 50mg 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾛﾌｧｰﾙ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 小林化工 粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0910中止

231 2:KW 231 KW231 2: KW231 2 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢
ｱﾒﾙ｣) 0512ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ変

231 MO 231 MO231 裸錠 微黄白 有 ﾃﾞｿﾊﾟﾝ錠60mg ﾄﾘﾛｽﾀﾝ 60mg 持田製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ合成阻害
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｿﾊﾟﾝ錠)

231 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ｱﾝﾍﾟｸﾄ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本新薬 狭心症･高血圧治療剤 0702頃中止

231 ｎ 231:15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

231 ｎ 231:15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

231 PH 231 PH231：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞﾄｰﾙ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 030704収載

231 SANKYO 231 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-
CoA還元酵素阻害剤)

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠)

231 Sc 231:10 Sc231 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg｢
SKK｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 三和化学研究所-ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

231 SD 231 SD231 AZULENE-2 裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾚﾝ錠｢昭和｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 昭和薬品化工 炎症性胃疾患治療剤 9110中止
231 t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(090324ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠

200mg「ﾀｲﾖｰ｣に変更)
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠)

231 t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠
200mg)

231 TYK231 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売
9903中止

231 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

231 TP 231 4mg TP-231:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4NT 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

231 TTS 231 TTS-231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄赤 有 ｴﾏﾍﾞﾘﾝ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 0711中止 0301ﾋｰﾄ裏記
号（TTS-231）追加

231 TU 231:2.5 TU231 2.5:TU231 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
TCK｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-辰巳化学 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗剤

091113収載

231 Tw 231 Tw231 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾄｰﾜｷｻﾝ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 東和薬品 広範囲経口抗菌剤 0701中止 970711収載
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231 裸錠 淡黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載，

232 AK 232 AK232 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢AA｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg あすか製薬-武田薬品工
業

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

232 BRISTOL 232 SF500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 500mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9710中止
232 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠10mg｢

ﾁｮｰｾｲ｣
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，

田辺製薬販売
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

232 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠10mg「ﾁｮｰｾｲ」)

232 CM CM232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｱｽﾒｼﾞﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 進化製薬 H2受容体拮抗剤 9603中止 940708収載
232 DK 232 DK 232 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾎﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾀﾞｲﾄ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 中止 900713収載
232 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
232 GB232SV 裸錠 白 有 ｽﾛｰﾄﾝ錠 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg 進化製薬 消化性潰瘍治療剤 9304中止
232 GE232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ錠SV50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 進化製薬 消化性潰瘍治療剤 9603中止
232 HF232A8 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾛﾏﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂 消化性潰瘍治療剤 95中止
232 KN 232 KN232 30mg：30mg 裸錠 白 有 ﾅﾙｺﾁﾝ錠30 ﾉｽｶﾋﾟﾝ 30mg 小林化工･全星薬品，ﾒﾙ

ｸﾎｴｲ
鎮咳剤 0601中止 980710収載

232 5:KW 232 KW232 5:KW232 5 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢
ｱﾒﾙ｣) 0512ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ変

232 KYO 232 KYO232 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉｲﾋﾞｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 京都薬品工業 脳循環代謝改善剤 9601中止 900713収載
232 MO 232:10 MO232 裸錠 白 無 ﾃｽﾁﾉﾝ錠10mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 10mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

232 裸錠 白 無 ｶﾞｽﾛﾝN錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載

232 ｎ 232:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

232 NCP 232D 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
232 NPI 232 NPI-232 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾀﾞﾝｶｰﾄ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0803中止
232 NPI 232B NPI-232B 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱｸｱﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 日本薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9902中止 960705収載
232 NPI 232D NPI-232D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾚﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日本薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載
232 OI232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾆｱﾓｰﾙ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 進化製薬 自律神経剤 旧ｺｰﾄﾞ(9212まで)
232 PH232 糖衣錠 黄 無 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ錠｢ﾐﾀ｣ ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 利胆剤 9212中止
232 SANKYO 232 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-

CoA還元酵素阻害剤)
0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更など 9609ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

232 Sc 232:20 Sc232 20mg:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg｢
SKK｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 三和化学研究所-ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

尿失禁･頻尿治療剤 070706収載

232 SU232SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾘｾﾞﾘｰﾄ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 進化製薬 潰瘍治療剤 9603中止
232 TYK232 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売

9903中止
232 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
232 TP 232 8mg TP-232:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8NT 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
070706収載

232 TSR 232 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾀｲｽﾃﾛﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 大洋薬品工業 脂質代謝改善剤 94中止
232 TU 232:5 TU232 5:TU232 5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢

TCK｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-辰巳化学 高血圧症･狭心症治療

剤，持続性Ca拮抗剤
091113収載

232 Tw 232 Tw232 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾄｰﾜｷｻﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 東和薬品 広範囲経口抗菌剤 0701中止 970711収載
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232 裸錠 薄橙黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

233 裸錠 白 有 ｸﾗﾘﾁﾝ錠10mg ﾛﾗﾀｼﾞﾝ 10mg MSD・塩野義製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

233 AN233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｼｽﾀｰｾﾞS錠 ｱｲﾝ製薬 消化酵素剤 01頃中止 900713収載
233 DK 233 DK233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉｻｼﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾀﾞｲﾄ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9712中止 900713収載
233 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
233 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾎﾟﾉﾌｪﾝSRｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg あすか製薬-武田薬品工 徐放性去痰剤 050708収載
233 HD-233 裸錠 淡緑 有 ﾋｼｸﾛﾋﾟﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 菱山製薬 降圧･抗不整脈剤 0002中止
233 KN 233 糖衣錠 淡橙赤 無 ﾋﾎﾟｽﾀﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 小林化工 軟部腫脹治療剤 9609中止 95ｺｰﾄﾞ化
233 MO 233:25 MO233 裸錠(形状:長

円形)
白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 25mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

233 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛﾝN錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9702ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

233 OH-233 裸錠 白 有 ｶｸﾏｲﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大原薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0003中止 920710収載
233 PN233SV 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾌｫﾅｰｾﾞ錠 進化製薬 消化酵素剤 9603中止
233 P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 9807

変更 9709ﾋｰﾄ変更，裏一
般名記載(ｶﾀｶﾅ)

233 T20 MLC20:TTS-233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 900713収
載

233 T20 TTS-233 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ変更
233 Tw 233 Tw233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾗﾗｰｽ錠)
233 Tw 233 Tw233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾗﾗｰｽ錠 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰ
233 TZ233 TZ233 200:TZ233 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾌﾅﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 帝国臓器製薬 子宮内膜症治療剤 9803中止 920710収載
234 OH 234 OH-234 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾛｷｼﾝ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大原薬品工業･ﾏｲﾗﾝ製

薬，ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
胃炎･胃潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾛｷｼﾝ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

234 HD-234 裸錠 淡黄 有 ﾋｼﾒｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 菱山製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 96中止
234 MO 234:50 MO234 裸錠(形状:長

円形)
白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠50mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 50mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

234 裸錠(楕円形) 青 無 ｱｽﾞﾉｰﾙST錠口腔用5mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
(外)

5mg 日本新薬 口腔内炎症治療剤-徐放
性挿入錠-

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾉｰﾙST)
0210ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 口
腔内挿入錠

234 OH 234
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾛｷｼﾝ錠 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大原薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(0109迄) 9705ﾋｰﾄ
裏変更 940708収載

234 DLZ PTM-30 234 裸錠 白 無 ﾊﾟﾚﾄﾅﾐﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ｴﾑｴﾌ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9809本体

234 裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

234 TYK234 100:TYK234 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｽｰﾑ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大正薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 00中止 98ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

234 TBP234 糖衣錠 白 無 ｶﾞｰﾚ･ﾄﾞﾅｳ 東菱薬品工業 胆道疾患用剤 0709頃中止(ﾊﾞﾗ) 0706頃
中止(PTP) 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

234 T10 TTS-234 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止
234 Tw 234 Tw234 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾄﾍﾟﾝ錠200)
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234 Tw 234 Tw234 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾍﾟﾝ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧品名(080620ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠
200mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
020705収載

234 TZ 234:100 TZ234 0.1:0.1mg TZ234 裸錠 黄 無 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠100 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100μ g あすか製薬-武田薬品工
業

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 03頃ﾋｰﾄ裏変更 0009販
売 ﾋｰﾄ裏商品名記載

234 裸錠 白 無 ｳﾙｿｻﾝ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名，ﾋｰﾄ（0407迄)，
品名変更に伴い

234 50mg 50：50mg 50 裸錠 白 無 ｳﾙｿ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 田辺三菱製薬 肝･胆･消化機能改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 040709収載，
品名変更に伴い（前：ｳﾙ
ｿｻﾝ錠50mg）

235 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾌﾘｰｶﾌﾟｾﾙ100mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症
剤

9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910524収載

235 FOR:h-235 12mg 糖衣錠 褐 無 ﾌｫﾙｾﾆｯﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ﾏｲﾗﾝ製薬 緩下剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｫﾙｾﾆｯﾄﾞ錠)

235 HD 235 HD-235 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋｼﾚｯｸｽ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 菱山製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9012中止
235 MED 235：10 MED-235 10：10mg 裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽｾﾌﾟﾄ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 H2受容体拮抗剤 040709収載
235 MO 235 MO235:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｨﾅｹﾞｽﾄ錠1mg ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ 1mg 持田製薬 子宮内膜症治療剤 071214収載
235 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日医工 胃炎･胃潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾ
235 NP 235：2.5 NP-235 2.5mg:2.5 裸錠 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾝ錠2.5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 030704収載
235 NPI235:2.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾋﾟｺﾙｰﾗｶﾌﾟｾﾙ2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 緩下剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟｺﾙｰﾗｶﾌﾟｾ
235 5mg ﾄﾛｰﾁ 青 無 ﾌｫﾙﾃｶﾞｰﾄﾞ錠口腔用5mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ

(外)
5mg 日新製薬 口腔内炎症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｫﾙﾃｶﾞｰﾄﾞ)，
ﾋｰﾄ表NS235削除

235 NT 235:05 0.5mg NT-235 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
235 Sc 235 Sc235 DAN200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾞﾝｽｰﾙ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 三和化学研究所 H2受容体拮抗剤 0207ﾋｰﾄ裏記号(Sc235)

表へ 9605ﾋｰﾄ商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

235 TBP235 TBP235 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾎﾓｶﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｳﾛｶﾞｽﾄﾛﾝ 2.4mg 東菱薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 0101中止
235 TTS-235:TTS-235 裸錠 白 無 ｻｲﾃﾗｽ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 高田製薬-日本化薬 前立腺肥大症･前立腺癌

治療剤
0110中止

235 Tw 235 Tw235 4mg：4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾄｰﾜｼﾞｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 東和薬品 Ca拮抗剤 050708収載
235 Z235 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ｴﾊﾟﾗｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日本臓器製薬 EPA製剤 99ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 980710収載
235 裸錠 白 有 ｳﾙｿ100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名，ﾋｰﾄ（0407迄），

品名変更に伴い
235 100mg 100：100mg 100 裸錠 白 有 ｳﾙｿ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 田辺三菱製薬 肝･胆･消化機能改善剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 040709収載，
品名変更に伴い（前：ｳﾙ
ｿ100）

236 HD 236 HD-236 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋｼﾀｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 蛋白分解酵素剤 1102自为回収 071221収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾋｼﾀｰｾﾞ錠)

236 KC 236 TIC100 KC-236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｿｶﾙﾑ錠100mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 科研製薬 抗痙縮剤 9104中止
236 KW 236 KW236 0.5:KW236 0.5 裸錠 白 無 ｾﾙﾏﾆﾙ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 100528収載
236 NS 236 NS236 10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾓﾝﾛﾋﾞｱ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日新製薬 消化管運動改善剤 0406本体ｺｰﾄﾞ追加
236 NT 236:1 1mg NT-236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
236 SW 236 SW-236 40mg：40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾀﾐｰﾙ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
経口血糖降下剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾞﾙﾀﾐｰﾙ錠)
03頃ﾋｰﾄ変更

236 TBP236 糖衣錠 橙 無 ｽﾙﾌｧﾚﾑ錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 東菱薬品工業 胆汁分泌促進剤 9707中止
236 Tu 236 Tu236 10mg:Tu236 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠

10mg｢TCK｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 辰巳化学 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載
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236 Tw 236 Tw236 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｶﾐｰﾙ錠5 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持効性Ca拮抗剤 旧品名(080620ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ
錠5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)

236 Tw 236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持効性Ca拮抗剤 1101ﾋｰﾄ若干変更
236 236 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾉｽﾄﾘﾝ錠 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ

用薬
04頃中止 0204ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

236 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾗｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0312中止 0212ﾋｰﾄ変更
0110社名変更 9806ﾋｰﾄ

237 AVP-25 237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠25 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9001中止 薬価削除
237 CEL 237 CEL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙｰﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 94中止 9305休止 920710

収載
237 裸錠 白 無 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠50mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 50mg ｴｰｻﾞｲ 頻脈性不整脈治療剤 9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 910823収載
237 HC237 HC237 500mg：500mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾎﾟﾘﾌﾙ錠500mg ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ 500mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 過敏性腸症候群治療剤 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ裏から表へ

000825収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載

237 HD-237 HD-237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋｼﾔｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 菱山製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9604中止 940708収載
237 KN 237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾃﾘｵSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林化工 高脂血症治療剤 0612中止
237 KW 237 KW237 1:KW237 1 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾆﾙ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0105本体割線追加

980710収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

237 MED 237：20 MED-237 20：20mg 裸錠 白～微黄白 有 ｶﾞｽｾﾌﾟﾄ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 H2受容体拮抗剤 040709収載
237 NPI 237  NPI 237 NPI-237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾃｯｻｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 止瀉剤 1003中止 0806商品名変

更(前:ﾍﾞﾙﾃｯｻｶﾌﾟｾﾙ)
237 NS237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎｰﾋﾞｯｸ錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日新製薬 持続性脳微小循環改善 9909中止 970711収載
237 NS 237 NS237 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾝﾛﾋﾞｱ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日新製薬 消化管運動改善剤 101119収載
237 NT 237:2 2mg NT-237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
237 OH-237 OH-237 OH-237 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢

OHARA｣
ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大原薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 050708収載

237 P-D 237 P-D237 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐透明 ｻﾞﾛﾝﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ 250mg 三共(ﾜｰﾅｰ･ﾗﾝﾊﾞｰﾄ提携) 抗てんかん剤 0204中止 8911ﾋｰﾄ表示
237 Sc 237 Sc237 DMX250：250mg 裸錠(十字割

線)
白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠250mg ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 三和化学研究所 炭酸脱水酵素抑制剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠)
0409製造元変更(前：ﾜｲ

237 TBP237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｹﾞｽﾄﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東菱薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 中止
237 TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙｰﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 胃潰瘍治療剤 0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 970711収載
237 TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾚﾍﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載 本

体同記号，同成分他4品
目有

237 TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾋﾟｸﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 協和薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9811中止 970711収載 本
体同記号，同成分他4品
目有

237 TPR 237 Tu FR-050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾌｫﾙﾃｲｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 辰巳化学 胃炎･胃潰瘍治療剤 9902中止 970711収載 本
体同記号，同成分他4品
目有

237 TPR 237 TPR237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾏｲｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ﾒﾙｸﾎｴｲ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9903中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載

237 Tu 237 Tu237 20mg:Tu237 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢TCK｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 辰巳化学 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

237 Tw 237 Tw.237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘｼﾞﾝ錠200 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0303中止 950707収載
238 AVP-50 238 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠50 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 8902中止 薬価削除
238 裸錠 白 無 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠100mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 100mg ｴｰｻﾞｲ 頻脈性不整脈治療剤 9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 910823収載
238 HD-238 裸錠 白 無 ﾋｼﾔﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 菱山製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9304中止
238 KN 238 KN238 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐﾀﾛｰﾙ錠 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 小林化工 α β -受容体遮断性降圧

剤
00頃ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 900713収載

238 KW 238 KW238 3:KW238 3 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾆﾙ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 980710収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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238 NS NS:25mg 裸錠 淡黄 無 ﾛﾝｽﾃﾛﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日新製薬-ｾﾞﾘｱ新薬工業 前立腺肥大症･癌治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾝｽﾃﾛﾝ錠)，
ﾋｰﾄNS記載

238 NT 238:3 NT-238 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
238 OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ 10:OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ

10
10mg OH-238:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠10mg｢

ｵｰﾊﾗ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ

ﾌｧｰﾏ
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

238 M I 裸錠 白 有 ﾅﾁﾙｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大洋薬品工業 低血圧治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

238 Tw 238 Tw238 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
238 TYK 238 TYK238 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾀﾁﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 大正薬品工業 循環系作用酵素製剤 9904中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収
239 239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

239 NS 21 NS239 0.125:0.125mg 糖衣錠 白～灰白 無 ﾒﾁﾚｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日新製薬・科薬 子宮収縮止血剤 0706中止 0305本体ｺｰﾄﾞ
追加

239 AK 239 AK239 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
AA｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg あすか製薬-武田薬品工
業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

239 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｸﾞﾗｹｰｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

239 HD 239 HD:HD-239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋｼﾗｲﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 菱山製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 900713収載
239 IS 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｽﾁﾉﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 帝三製薬 消化管運動調律剤 0010中止 920710収載
239 239 LBS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾍﾞｽﾄﾆﾝ錠50 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 α β 遮断剤 94中止 920710収載
239 NCP 239 250mg NCP239:250 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

239 NPI 239 NPI-239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾘｰﾒﾝﾄ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日本薬品工業 消化管運動調律剤 0912中止 0903日本ｹﾐﾌｧ
中止 080620収載(商品名
変更に伴い，前:ﾘｰﾒﾝﾄ

239 NPI 239B NPI-239B 10：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛﾍﾞｰｽ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 消化管運動改善剤 0803日本ｹﾐﾌｧ中止 0703
日本薬品工業中止

239 NS 耳:NS239 糖衣錠 白～灰白 無 ﾒﾁﾚｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日新製薬 子宮収縮止血剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄)
239 NS239:NS 糖衣錠 淡青 無 ﾒﾄﾛﾊﾟﾝ錠 日新製薬 子宮収縮止血剤 9010中止
239 OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ 20:OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ

20
20mg OH-239:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠20mg｢

ｵｰﾊﾗ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ

ﾌｧｰﾏ
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

239 239 RSP 糖衣錠 白 無 ﾋﾍﾟﾙﾃﾆﾝ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 大洋薬品工業 血圧降下剤 9002中止 薬価削除

239 TYK239 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止
239 TM TM239SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾒﾁﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 進化製薬 消化管運動調律剤 9603中止 920710収載
239 Tw:239 Y-PER10 10:Tw239 Y-

PER10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 東和薬品-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉

富薬品
消化管運動改善剤 0111中止 960705収載

239 Tw:239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 東和薬品 消化管運動改善剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠)

240 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0812迄)
240 KN 240 KN240 37.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ錠

37.5「KN」
塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 050708収載

240 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg MED-
240

MED-240 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
MED｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

240 裸錠 白 無 ﾍﾟﾘｱｽ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 960705収載
240 NS 耳:NS240 糖衣錠 淡緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日新製薬 不整脈治療剤 9309中止
240 NT 240:5 NT-240 5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢NT｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 1101ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
240 OH 240 OH-240 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 大原薬品工業・持田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
240 PH240 糖衣錠 淡赤 無 ﾗﾅﾄｻｲﾄﾞC錠｢ﾐﾀ｣ ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 強心剤 97中止
240 RCM 240 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｴﾑｴﾌ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 血圧降下剤 9010中止
240 Sc 240 MAD 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾏﾃﾞｿｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 三和化学研究所 脳循環代謝改善剤 9504中止 900713収載
240 SD240 PROTE-10 裸錠 類白 有 ﾌﾟﾛﾃﾉﾛﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 昭和薬品化工 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 9308中止
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240 SW 240:50 SW-240 50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾁｰﾑ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 沢井製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
240 PSC 25mg：PSC 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名

変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾀｲ

240 TYK240 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止
240 TTS 240 LSR:TTS-240 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白/微黄

白
ﾛｰｾﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 高田製薬 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 920710収

載
240 TTS 240 TTS-240 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白/微黄

白
ﾛｰｾﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 高田製薬 止瀉剤 0106中止 97ﾋｰﾄ変更

240 Tw Tw240 7.5mg:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾝﾄﾏｲﾘﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg｢ﾄｰ

240 Tw ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾄﾏｲﾘﾝ錠

240 YD240 糖衣錠 茶 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠｢
ﾖｳｼﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 陽進堂 子宮収縮止血剤 0507中止

240 Z240 Z240 耳:C･B-NICHIZO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾆﾁｿﾞｰ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 日本臓器製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9411中止
241 AMI 241 AMI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾐｴﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 長生堂製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9504薬価削除 93中止

9207ｴﾑｴﾌ製剤から承継
241 KN 241 KN241 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ錠

75「KN」
塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 050708収載

241 KYO 241 KYO241 糖衣錠 白 無 ﾊﾞｿｾﾀﾞﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 京都薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗性降圧剤 0012中止 900713収載
241 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg MED-

241
MED-241 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢

MED｣
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

241 NT 241:10 NT-241 10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢NT｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
241 OH 241 OH-241 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱｰﾁﾒﾝﾄ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大原薬品工業・持田製薬 経口蛋白分解酵素阻害 0909ﾋｰﾄ若干変更
241 241 RZC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾛｾﾞｸﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 東洋新薬 胃粘膜障害治療剤 中止 920710収載
241 SANKYO 241：8 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠8mg ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8.0mg 第一三共 持続性Ca拮抗剤

に伴い，前:三共) 0408本
体刻印8追加 030401収

241 PSC 50mg：PSC 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀｲ

241 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 990709収

241 TYK241:TYK241 5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業 狭心症治療剤 0707中止 02ﾋｰﾄ変更
241 Tw 241 Tw241 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄桃 無 ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 東和薬品 酵素製剤 1102自为回収 090925収

載(商品名変更に伴い，
前:ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠10)

241 TYK241 SIB5:5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更
02ﾋｰﾄ変更

241 YD241 糖衣錠 白 無 ﾖｳｺﾊﾞｰﾙ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤
242 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｲﾝﾌﾘｰSｶﾌﾟｾﾙ200mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症

剤
旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

242 MNT-S 242 裸錠 白 有 ﾒﾆｴﾄｰﾙS ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大洋薬品工業 平衡障害治療剤 94中止
242 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢日医工｣100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 日本医薬品工業 解毒剤 9105中止
242 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本新薬 前立腺肥大症･癌治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ錠)
242 PH242 糖衣錠 白 無 ｼﾝﾅﾌﾞﾚｲﾝ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 97中止

242 ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)
242 ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

242 ROCHE 242:0.5 ROCHE・242/0.5：0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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242 SANKYO 242：16 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠16mg ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 16.0mg 第一三共 持続性Ca拮抗剤

に伴い，前:三共) 0408本
体刻印16追加 030401収

242 SW-242:SW-MP50 糖衣錠 白 無 ﾏｽﾋﾟﾛﾝ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 沢井製薬 自律神経賦活剤 9409中止
242 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
徐放性不整脈治療剤 9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705
242 TYK242 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ

ﾗﾐﾄﾞとして)
大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 徐放性不整脈治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠)
242 TBP242 TBP242 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌﾟﾛｸﾚｲﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 東菱薬品工業-沢井製薬 循環障害改善剤 0309本体ｺｰﾄﾞ追加 0201

ﾋｰﾄ裏品名(ｶﾀｶﾅ)
010907収載(規格表示変

242 Tw 242 Tw242 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆｶｾｰﾄ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品 脳代謝改善剤 9805中止 970711収載
242 Tw 242 ANI:Tw242 Y-ANI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆｶｾｰﾄ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 脳代謝改善剤 9805中止 970711収載
242 Tw 242:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 東和薬品 心身安定剤 101119収載
242 YD242：500μ 糖衣錠 赤 無 ﾖｳｺﾊﾞｰﾙ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 陽進堂・昭和薬品化工，

三笠製薬，富士ﾌｲﾙﾑ
末梢性神経障害治療剤

243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠20mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)
243 ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
243 ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

243 ROCHE 243 ROCHE・243：1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
243 PO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾈｼﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 脳血管障害治療剤 9805中止 大洋のｺﾝｽﾋﾟｯ

ﾄ錠(硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

経口蛋白分解酵素阻害
剤

9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

243 TYK243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口蛋白分解酵素阻害
243 TBP 243 TBP243 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌﾟﾛｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 東菱薬品工業-沢井製薬 循環障害改善剤 0211ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ

ﾀｶﾅ） 010907収載(規格
表示変更)

243 TTS-243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾕﾙｶｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 高田製薬 微小循環改善剤 9404中止
243 Tw 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾓｽﾀｰﾙ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 東和薬品 経口蛋白分解酵素阻害 960705収載
243 TZ 243 TZ243 50:50単位 TZ243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｻｰｸﾚﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 あすか製薬-武田薬品工 循環障害改善剤 03頃ﾋｰﾄ変更
243 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂 虚血性心疾患治療剤 0809中止
243 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0109商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ

ﾆｿﾞﾛﾝ錠)，ﾋｰﾄ変更(5追
加等)

244 ARN-100 244 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾙｻﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 94中止
244 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

244 PH244 糖衣錠 白 無 ｴﾁｽﾃｲﾝ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 粘膜正常化剤 0004中止
244 TBP244 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/淡黄

褐
ﾋﾞｵｾﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg 東菱薬品工業 腎性貧血･乳線腫瘍用剤 中止 920710収載

244 Tw 244 Tw244 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾌﾅﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 血管拡張性β 1遮断剤 040709収載，商品名変更
（前：ｹﾌﾅﾝ錠10）に伴い

244 YD244 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠(陽進) ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 陽進堂 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0702中止
245 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

245 FPF-245 裸錠 白 有 ﾃﾞﾐｽﾛﾝ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 藤本製薬 降圧利尿剤 8904中止
245 HD-245 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙﾏｲﾄﾞ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 菱山製薬 鎮痙剤 96中止
245 KC-245  KC-245 KC-245 150mg力

価:150mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 科研製薬 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾ
245 KP 245 糖衣錠 白 無 ｼﾞｪﾌﾛﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 杏林製薬 抗めまい剤 0312中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
245 PH245：25mg 糖衣錠 赤 無 ﾄｰﾓﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 冠循環増強剤 0609中止 0001色変更(や

や淡赤に)
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245 PS245SV 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠SV ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 進化製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9603中止 9101製造販売
245 ROCHE 0245 ROCHE

0245
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡褐 ｲﾝﾋﾞﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾒｼﾙ酸ｻｷﾅﾋﾞﾙ 200mg(ｻｷﾅ

ﾋﾞﾙとして)
中外製薬 HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｲﾝﾋﾞﾗｰｾﾞｶﾌﾟ
ｾﾙ) 970912収載

245 SW-245:SW-ATP 糖衣錠 赤 無 ATP錠｢ｻﾜｲ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 沢井製薬 代謝性製剤 9409中止
245 245 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9708

ﾋｰﾄ変更
245 t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
抗めまい剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)

0110ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9804本体，剤型変
更 7804収載

245 5mg:TYK245 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動改善剤 091113収載
245 Tw 245 Tw245 2mg：2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾄｰﾜｼﾞｰﾙ錠2mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 東和薬品 Ca拮抗剤 030704収載
245 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東京田辺製薬 子宮内膜症，乳腺症治療

剤
9612中止 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠
100mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

245 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠100mg ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬 子宮内膜症･乳腺症治療
剤

ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

246 裸錠(花型) 淡赤 有 ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ
変更

246 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤橙 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療 071221収載
246 NS 246 NS246 2:2mg 裸錠 白 有 ﾎﾟﾗﾌﾞﾁﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 日新製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0802中止 0303本体ｺｰﾄﾞ
化

246 NT 246 NT-246 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢NT｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

1006販売休止 080704収
載

246 PH246 糖衣錠 白 無 ﾛｽﾎﾟﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳血流障害改善剤 9603中止
246 ROCHE 0246 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤 ﾌｫｰﾄﾍﾞｲｽｶﾌﾟｾﾙ ｻｷﾅﾋﾞﾙ 200mg 中外製薬 HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤 0703中止 000512収載
246 TYK246 裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日本化薬
前立腺肥大症治療剤 0602ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表->裏

960705収載
246 裸錠(花型) 淡赤 有 ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 旧品名(080620ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁ

ｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
246 裸錠(花型) 淡赤 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠)
246 Tw 246：5 Tw246 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾌﾅﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 血管拡張性β 1遮断剤 040709収載
246 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 東京田辺製薬 子宮内膜症治療剤 9702中止 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠

200mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ
246 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠200mg ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 田辺三菱製薬 子宮内膜症治療剤 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200と本体

ｺｰﾄﾞ同じ
247 裸錠（口腔内

崩壊）
黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
040625収載

247 HD-247 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/白 ﾌﾗﾝﾛｰｾﾞ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 菱山製薬 抗悪性腫瘍剤 9604中止
247 KN 247 KN247 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｹﾞｼﾝL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 徐放性前立腺肥大症治

療剤
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 071221収
載(商品名変更に伴い，
前:ｹﾞｼﾝL錠)

247 KP 247 糖衣錠 白 無 ﾍｸﾄ･M錠 杏林製薬 片頭痛用剤 97ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

247 MD 24 裸錠 白～微黄 無 ﾒﾄﾞﾝｻﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 帝三製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 0205中止
247 NPI-247 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾛｺｻｲﾄﾞ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本薬品工業 前立腺肥大症･前立腺癌

治療剤
0809中止

247 NS-247 100mg:NS247 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｴｽﾃﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日新製薬 子宮内膜症治療剤 0702中止 920710収載
247 NT 247 NT-247 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg

｢NT｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

247 RM 247 RM247 25ｍｇ：25ｍｇ 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ﾛｰﾏﾝ工業-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症・癌治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ)
0306ﾋｰﾄ変更

247 RM 247L RM 247L 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
錠）

白～微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ徐放錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg ﾛｰﾏﾝ工業-日本ｹﾐﾌｧ 徐放性前立腺肥大症治
療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝL錠)

247 SW-247:SW-AC 糖衣錠 橙 無 ｱﾘﾁｱﾛﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 沢井製薬 腫脹治療剤 89中止
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247 247:T YK TYK247:TYK247 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾅｳｻﾞｰﾄ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大正薬品工業 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠10mg｢TYK｣に変更)

247 T M 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

247 ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄) 0403
販売（前：ﾌﾟﾚﾛﾝ錠）

247 TOA247 PNS 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾗｰｾﾞS錠 東亜医薬品工業 消化酵素剤 9603中止
247 Tw 247 Tw247 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾛﾌﾄ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 東和薬品 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
247 247:T YK TYK247:TYK247 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢TYK｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾅｳｻﾞｰﾄ錠10)
247 12mg YD247 糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

緩下剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾙ錠) 日
医工とﾋｰﾄ異なる

248 裸錠（口腔内
崩壊）

白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

040625収載

248 FPF-248 耳:DSS-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 DSS錠300(ﾌｼﾞﾓﾄ) ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 藤本製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9207中止
248 HD 248 HD:HD-248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾙｽﾛｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 菱山製薬 高脂質血症治療剤 9611中止 920710収載
248 GB250 裸錠 白 無 GABOB錠｢ﾚﾀﾞﾘｰ｣ γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪

酸
250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 脳機能代謝改善剤 9312中止

248 NT 248:50 NT-248 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 消化管運動賦活剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
248 PH 248 PH248 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性Ca拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
248 248 SLP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 抗潰瘍･精神情動安定剤 9010中止 大洋のｽﾌﾟﾛﾁﾝ

錠(ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ)とｺｰﾄﾞ同じ
248 248 SLP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) ｴﾑｴﾌ

のｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ錠(ｽﾙﾋﾟﾘ
ﾄﾞ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

248 SW 248 SW-248 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾁｰﾑ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 沢井製薬 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁｰﾑ錠) 03
頃ﾋｰﾄ変更

248 248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣) ｴﾑｴﾌのｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ
錠(ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ，中止)と本体

248 248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠) ｴ
ﾑｴﾌのｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ錠(ｽﾙﾋﾟ
ﾘﾄﾞ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

248 TTS-248 糖衣錠 白 無 ﾀｶｷｻﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 高田製薬 冠循環増強剤 9305中止
248 YD 248 糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾛﾛﾈｰﾄ ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 陽進堂 強心配糖体製剤 9704中止
249 AK 249 AK249 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢

AA｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg あすか製薬-武田薬品工

業
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

249 R J ET249 :2.5mg 裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ-科薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ(0611迄)，ｻﾝﾄﾞのも
のとﾋｰﾄ統一に伴い 0601
製造販売元社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

249 R J
2.5mg

裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾚﾅﾝﾄ錠)
0812ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

249 FPF-249 裸錠 白 有 ﾃﾞﾏﾝﾀﾞ舌下錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 藤本製薬 脳･末梢循環障害改善剤 舌下錠 8904中止
249 HD:HD-249 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 褐 無 ﾌﾟﾛﾄﾘｳﾑ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 菱山製薬 肝機能改善剤 0006中止
249 KN 249 KN249 25mg 裸錠 薄橙 有 ﾒﾙﾗｸﾄﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 小林化工 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙﾗｸﾄﾝ錠)

249 N2 25単位:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 S-ｶﾙｼﾞｰ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日新製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環障害改善剤 0711ﾋｰﾄ表NS249削除等
249 PH 249 PH249 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性Ca拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
249 RM 249 RM249 25：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 ﾛｰﾏﾝ工業 循環調整剤 010907収載(商品名，規

格表示変更 前:ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS
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249 RM 249C RM249C 50：50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ﾛｰﾏﾝ工業 循環調整剤 010907収載(規格表示変
更)

249 SANKYO 249:25 裸錠 白 有 ﾛﾝﾁﾙ錠25 ﾋﾄﾞﾛﾌﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 三共 利尿血圧降圧剤 0003中止 9702ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

249 TYK249 2 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠2)

249 YD249 糖衣錠 赤 無 陽進ﾋﾞﾀE錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 0903中止
250 250 TSU270 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 C-ﾁｽﾃﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 鶴原製薬・日医工，日本

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
気道粘液調整･粘膜正常
化剤

1101本体ｺｰﾄﾞ追加

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/褐 ｱｴﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･高脂質血
症改善剤

0807中止

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ250mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 97ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

250 FJ06:250mg 糖衣錠 白 有 ｱｽｿﾞｰﾙ錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｿﾞｰﾙ錠)
0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

250 250mg TBP211 裸錠 白 有 ｱｾﾀﾓｯｸｽ ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 東菱薬品工業-参天製薬 炭酸脱水酵素阻害剤 0210中止 0112ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
化，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

250 μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｱﾃﾞｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0403中止 9710ﾋｰﾄ変更
8406収載

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾐﾍﾟﾆｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0804頃中止 0310社名変
更 0201ﾋｰﾄ表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

250
0100 250mg力価

硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 日医工 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾓｾﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾ

250
0100 250mg力価

硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｾﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 日医工 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧品名(081219ｱﾓｷｼｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医工｣に
変更)

250 250mg:ZNC218 ZENECA 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 9912中止 9706PTPｼｰﾄ
裏変更，裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ製剤 0710中止
250 C-23C 250：C-23C 250 裸錠 白 有 ｱﾙｻﾙﾐﾝ錠 ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ 250mg 中外製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 1003中止
250 NMB 401 NMB401:NMB401 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
250 NMB 401 NMB401：250 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0812販売元変更(前:万有

製薬) 0601ﾋｰﾄ変更
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾌｨﾌﾞﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 日研化学 脂質代謝改善剤 0306中止 0112ﾋｰﾄ変更
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/白 ｴﾌﾍﾟﾆｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504中止 0310社名変更
250 GX ES7 250mg GX ES７ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円

形）
白 無 ｵﾗｾﾌ錠250mg ｾﾌﾛｷｼﾑｱｷｾﾁﾙ 250mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ・第一三

共
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾗｾﾌ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0407ｺｰﾄﾞ変

250 TKS 401 TKS401:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｰｼﾞﾘﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0709中止 0607販売会社
社名変更

250 ｔ 54 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾏｯｸｽ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸・緩下剤 050708収載
250 M 508 M508 250mg:250mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ｶﾙﾀﾝOD錠250mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高ﾘﾝ血症治療剤 100528収載

250 MERCK 506 MERCK 506:MERCK 506
250mg 250

裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾒﾙｸ製薬 高ﾘﾝ血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0801迄)，製造販
売会社社名変更に伴い

250 h 058 h-058 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌﾞﾀﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾌﾞﾀﾝ錠)

250 μ g:250μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0803中止 0504社名変更
(合併)

250 R 130 R130：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾌｪﾃﾞﾝ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ｲｾｲ 高脂血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾌｪﾃﾞﾝ錠)
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250 KH 702 KH702 250mg：250mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾃﾞｱｰｾﾞ錠250 ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 250mg 協和発酵工業 経口血糖降下剤 0803中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ｸﾞﾙ
ﾃﾞｱｰｾﾞ錠)

250 TSU180 250mg:250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾂﾙﾊﾗ｣

ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 鶴原製薬 高脂質血症治療剤 0908商品名変更(前:ｸﾛﾌｨ
ﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ(ﾂﾙﾊﾗ))

250 Tw.CFC 250mg:250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 0812商品名変更(前:ｸﾛﾌｨ
ﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣)

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0910ｺｰﾄﾞ変更

250 KN 274 KN274 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｺﾊﾞｸｽ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 小林化工 高脂血症治療剤 1011中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ｸｽ錠)

250 PH380:250μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗紅/暗紅 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾐﾀ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0609中止
250 HD 090 250mg HD-090:250mg 裸錠 白 無 ｺﾘｽﾊﾟｰ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 筋緊張性疼痛疾患治療

剤
060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｽﾊﾟｰ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬）

250 MS C-06  MS C-06
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
明治｣

ｻｲｸﾛｾﾘﾝ 250mg 明治製菓 抗結核性抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ明治)

250 BRISTOL 231  BRISTOL
231

BRISTOL231 250mg：
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 経口用合成ｾﾌｪﾑ系製剤 0707中止

250 C-39A 250 C-39A・250：250 裸錠 白 無 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾ

250 TYK154:TYK154 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｽﾀﾞｲﾝ錠)

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾝｸﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝｸﾙｶﾌﾟｾﾙ)

250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙ錠250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

0310社名変更 0110ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽｲﾑﾀｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬-ﾒﾙｸ製薬 高脂血症治療剤 0607中止 0607販売会社
社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ)

250 TSU 293 TSU293 250mg:250mg 裸錠 白 無 ｽｰﾙｷｯﾄ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 鶴原製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
250 CCL 648 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 大洋薬品工業 経口ｾﾌｪﾑ系抗生物質製

剤
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9705ﾋｰﾄ変更 9007
収載

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0504中止 940708収載

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

1101中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｾﾌｧ
ﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣)

250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ錠250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質
製剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

250 t 404 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

黄～黄褐 無 ｿｱﾚｼﾞﾝ錠250mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

250 裸錠(十字割 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg ﾜｲｽ-三和化学研究所 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(0409迄)
250 TCL 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾀｲｾﾌｧｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg 大洋薬品工業 経口用合成ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ

系抗生物質製剤
0504中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ
化

250 250mg TP-117:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾞｯﾄﾘｰﾙ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0901中止 0712商品名変
更(前:ﾀﾞｯﾄﾘｰﾙ)

250 NK2051：250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾃﾞﾘﾊﾞ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 日本化薬 高脂質血症改善剤 0406中止 0309ﾋｰﾄ裏
250mg追加 ﾋｰﾄ裏商品名
記載
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250 OHARA OH-279 OH-279 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg 大原薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0712ｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い（第一三共より)

250 MF 118 250mg 裸錠 白 無 ﾄﾖﾈｸﾀｰﾙ錠 ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･消炎･解熱剤 0111中止 9805ｴﾑｴﾌから
承継

250 YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
日医工のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ

250 HD 177 250mg HD-177:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/微黄 ﾄﾗﾝｻﾎﾞﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0612中止 0512供給停止
0304社名変更（前：菱山
製薬）

250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本住友製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)，製造販
売元変更に伴い(新：日医

250 NMB675 NMB675 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

桃 有 ﾄﾞﾛﾋﾞｯﾄﾞ錠250 ｼﾞﾌﾙﾆｻﾙ 250mg 万有製薬 鎮痛消炎剤 0103中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(NMB675)削除，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

250 OI09 250mg 裸錠(楕円形) 灰白 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢ｵｰｸﾗ｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大蔵製薬 合成抗菌剤 0303中止 0012本体ｺｰﾄﾞ
削除，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 摩耶堂製薬 合成抗菌製剤 0108中止 990709収載
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大洋薬品工業 化学療法剤 02頃中止
250 ｎ 532 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾄﾞｰﾊﾟ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 日医工 高血圧治療剤 1012中止 0606商品名変

更(前:ﾆﾁﾄﾞｰﾊﾟ錠) 0303本
体ｺｰﾄﾞ刻印，ﾋｰﾄ変更
9003記号追加

250 KH 816 KH816 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 協和発酵ｷﾘﾝ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

250 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本住友製薬 抗菌性化学療法剤 1101中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾛｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 091113収載
250 μ g 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本住友製薬 末梢性神経障害治療剤 1101中止
250 MS P07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝS錠)
割線に見える模様あり

250 FS-H04 250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾎﾟｾﾛｰﾙ-250 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 扶桑薬品 高脂血症治療剤 0509中止 0101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
化，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

250 NS 174 NS174 250mg：250mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾝﾄﾚｰﾝ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 日新製薬-科研製薬 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

0803中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｧﾝ
ﾄﾚｰﾝ錠)

250 KR01 250 KR01 250：250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｫｽﾌﾞﾛｯｸ錠250mg 塩酸ｾﾍﾞﾗﾏｰ 250mg 協和発酵ｷﾘﾝ 高ﾘﾝ血症治療剤（ﾘﾝ結合
性ﾎﾟﾘﾏｰ）

0810社名変更，合併に伴
い(前:ｷﾘﾝﾌｧｰﾏ) 0707社
名変更(前:麒麟麦酒)

250 TSU 618 TSU618 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｯｺﾗｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 鶴原製薬 高脂血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｯｺﾗｰﾄ錠)

250 糖衣錠 白 無 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 塩野義製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服
錠)，ﾋｰﾄ表250mg追加

250 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg大日本 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 旧品名(110301ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠
250㎎｢日医工｣に変更，
製造販売元が日医工へ
変更に伴い)

250 SW 075 SW 075 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛｽｴｰﾄﾞ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｽｴｰﾄﾞ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更
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250 260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高質血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠)

250 260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高質血症治療剤 旧品名(081219ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ
錠250mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

250 NMB 429 NMB429:NMB429 250mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈﾐﾄﾞ錠250 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ 250mg 万有製薬 痛風治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
250 t429 μ g 裸錠 淡緑 有 ﾍﾞｾﾗｰﾙ錠250μ ｇ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ ｇ（ﾍﾟﾙ

ｺﾞﾘﾄﾞとして）
大洋薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ

ｷﾝｿﾝ病治療剤
040709収載

250 SW737 SW-737:250μ ｇ 裸錠(長方形) 薄緑 有 ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠250μ g｢ｻﾜｲ｣ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰｷ
ﾝｿﾝ病治療剤

060707収載

250 KH 121 KH121 250μ g 裸錠(長方形) 薄緑 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠250μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

1103ｺｰﾄﾞ変更

250 n-PG250 n-PG250:n-PG250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 日医工 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 010921収載

250 KP 007 KP-007 250mg:250mg 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 杏林製薬 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾝﾀｻ錠250)
0810ｺｰﾄﾞ変更

250 Tw433  Tw433 Tw433 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 東和薬品 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 091113収載
250 TwMYC  TwMYC Tw.MYC 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾏｲｶｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 東和薬品 抗炎症性解熱鎮痛剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏｲｶｻｰﾙｶﾌﾟｾ
250 裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧品名（0407迄），品名変

更（新：ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg
大日本）

250 KCI 12 KCI12  250mg：250mg 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 協和化学工業･日本新
薬，ｼｵｴ製薬，ﾏｲﾗﾝ製
薬，丸石製薬，健栄製薬

制酸･緩下剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴ

250 KP 256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 杏林製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

商品名変更に伴い(前:ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠)

250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業･田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収載
(商品名変更に伴い，前:
ﾑｺﾄﾛﾝ錠)

250 AKP 02 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載 あすか製薬
とﾋｰﾄ異なる

250 AKP 02 AKP02 250 mg 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 小林化工-あすか製薬，
武田薬品工業

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

250 FJ 27 FJ27 250ｍｇ:250mg 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢F｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 富士製薬工業・ﾐﾔﾘｻﾝ製
薬

潰瘍性大腸炎・ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載

250 JG 35 JG35 250:250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢JG｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

250 NP 517 NP-517 250mg:250 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢NP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090515収載

250 NCP 239 250mg NCP239:250 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

250 t 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

250 M 703 M703 250mg:250mg 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 潰瘍性大腸炎・ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載

250 ｎ 766 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢日医
工｣

ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日医工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090515収載
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250 KW573 250：KW573 250 裸錠(長方形) 薄緑 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠250μ g
「ｱﾒﾙ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

050708収載

250 MH 793 250：MH793 250μ g 裸錠（長方形） 薄緑 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠250μ g
「ﾏｲﾗﾝ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g（ﾍﾟﾙ
ｺﾞﾘﾄﾞとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠
250μ g「ﾒﾙｸ」)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

250 Tw:MT
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁｽﾀ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 東和薬品 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

旧ｺｰﾄﾞ(0905迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾁｽﾀ錠)

250 Tw 710:250
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁｽﾀ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 東和薬品 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

0905ｺｰﾄﾞ変更

250 TSU746 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠(ﾂﾙﾊﾗ)250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9703ﾋｰﾄ変更
250 Tw MDT

250mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 東和薬品 高血圧治療剤

加等)，商品名変更に伴
い 0612商品名変更(前:ﾒ
ﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠｢ﾄｰﾜ｣) 03頃本
体ｺｰﾄﾞ化

250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾃﾞｯﾄ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口糖尿病用剤 0908ﾋｰﾄ若干変更
250 DS 271:250 DS271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 大日本住友製薬 ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系経口血糖降

下剤
100416収載

250 NMB 654 NMB654:NMB654 25/250 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾒﾈｼｯﾄ錠250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

万有製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)

250 OI36 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ｢OK｣ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 大蔵製薬 解熱･鎮痛･消炎剤 0206中止 裏商品名記載
250 SD101：250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢昭

和｣
ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 昭和薬品化工-小林薬品

工業
解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌｪﾅﾑｻﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾙﾋﾞﾝ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 大日本住友製薬 ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系経口血糖降
下剤

1109中止 090324収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾙﾋﾞ
ﾝ錠) 0803剤型変更(前:裸
錠)

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾔﾏｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 山之内製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0311中止 03頃ﾋｰﾄ変更
9708ﾋｰﾄ裏変更

250 YD 051 裸錠 白 無 ﾖｳｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠250mg｢YD｣) 日医
工のものとﾋｰﾄ異なる  三
恵のｹｲｻﾐﾝ錠250mgと本
体ｺｰﾄﾞ同じ

250 YD 860 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 陽進堂・日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠)
三恵薬品のｻﾝﾅｯｸｽ錠
25mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾖｳﾌｪﾅﾑｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 陽進堂 鎮痛･消炎･解熱剤 0809中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾖｳ
ﾌｪﾅﾑ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾘｶﾊﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｶﾊﾞﾘﾝ) 0310
社名変更

250 C-39B 250 C-39B・250 250：250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾅｼﾞｪﾙ錠250mg 塩酸ｾﾍﾞﾗﾏｰ 250mg 中外製薬 高ﾘﾝ血症治療剤（ﾘﾝ結合
性ﾎﾟﾘﾏｰ）

030401収載

250 TX 11 TX11 250mg:TX11 裸錠 白 無 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠250mg｢
TX｣

酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg ﾄﾗｲｯｸｽ 制酸･緩下薬 060707収載

250 Sc 511 Sc511 250mg:250mg 裸錠 白 無 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠
250mg｢三和｣

沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 三和化学研究所 高ﾘﾝ血症治療剤 090515収載

250 M122 AKC-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾓﾊﾝ｣ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 模範薬品研究所 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9011中止
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250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠250mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 250mg 第一三共 不整脈治療剤

に伴い，前:第一製薬)
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢BMT｣ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
250 AMPC-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
250 Beecham AM-PC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｸﾗﾓｷｼﾙｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｽﾐｽｸﾗｲﾝﾋﾞｰﾁｬﾑ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

250 PT B13 PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載

250 PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

250 BRISTOL 222 BC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌﾞﾘｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)

250 BCT250 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｵｺｰﾙ錠 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸 250mg 同仁医薬化工 利胆剤 中止
250 BF 250 BF250 250:250 錠剤(ﾁｭｱﾌﾞﾙ

錠)
白～わずか
に黄味を帯び
た灰白

無 ﾎｽﾚﾉｰﾙﾁｭｱﾌﾞﾙ錠250mg 炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物 250mg(ﾗﾝﾀﾝ
として)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 高ﾘﾝ血症治療剤 1101化粧線削除

250 BIN250 軟ｶﾌﾟｾﾙ 桃赤 ﾋﾞﾉｸﾞﾗｯｸ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 寿製薬 高脂質血症用剤 旧ﾋｰﾄ
250 BUTAMIDE 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠250 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正

富山医薬品販売
250 BNP-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾎﾞﾅﾋﾟｺｰﾙ錠250 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 東洋新薬 化学療法剤 9103中止
250 BP 250 Tw.BAPC250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾍﾟﾙ錠250 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 95中止 920710収載
250 Ca 250 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸剤 0804中止 020705収載，

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
250 CBT250 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾄﾞｰｼﾞﾝ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤
250 CCL 648 CCL 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 大洋薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 900713

収載
250 CellCept 250 Roche 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡赤褐 ｾﾙｾﾌﾟﾄｶﾌﾟｾﾙ250 ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸ﾓﾌｪﾁﾙ 250mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 免疫抑制剤 991119収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘｽﾞﾑｻｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売，ﾏｲﾗﾝ製薬
不整脈治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
250 CLB-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 東洋新薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9403中止(ﾒｸﾄに承継)

900713収載
250 KI 6168 CLB-250:KI-6168 MECT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾒｸﾄ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
98中止 9404製造販売(東
洋新薬から承継)

250 M332 CLC-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 肌/白 ｼｸﾗｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾓﾊﾝ｣ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 模範薬品研究所 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8903中止
250 μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25μ g 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9705ﾋｰﾄ

裏変更
250 CN-250 CN-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾁｵｷﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 長生堂製薬 末梢神経障害改善剤 9405中止
250 315 COB-250 315 糖衣錠 桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣250 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 94中止
250 COB：250μ g 糖衣錠 淡桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ｾﾞﾝｾ

ｲ｣
ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 全星薬品工業-全星薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0706中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ﾏﾐﾄﾞ錠｢ｾﾞﾝｾｲ｣) 0211ﾋｰﾄ
変更

250 W 325 S250μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1012本体ｺｰﾄﾞ追加
250 C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
250 C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9111変更
250 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
250 CY250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑(青線2

本)
ﾃﾞﾉｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ 250mg 田辺製薬 抗ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ化学療

法剤
0502中止 970725収載

250 KC-102 CYK250 KC-102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾕｰｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 科研製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9701中止
250 PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
250 PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
250 DCT250 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰 無 ﾃﾞｶﾎﾞﾗﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 同仁医薬化工 血圧降下剤 中止
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250 裸錠(楕円形) 白又は微黄
帯白

有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠250mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 250mg 塩野義製薬 血糖降下剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

250 Sc 237 Sc237 DMX250：250mg 裸錠(十字割
線)

白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠250mg ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 三和化学研究所 炭酸脱水酵素抑制剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠)
0409製造元変更(前：ﾜｲ

250 DX 250 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0207
販売，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

250 DX 250 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
250 DX250 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 十字割線
250 裸錠（口腔内

崩壊）
淡赤 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
071221収載

250 E 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg ｻﾝﾄﾞ 結核化学療法剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

250 250μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

250 250μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9409中止 9110変更
250 ES250 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ｴﾒｻｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ 250mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 抗てんかん剤 9201中止
250 FAMVIR:250 FAMVIR 250 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾑﾋﾞﾙ錠250mg ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ-ﾏﾙﾎ 抗ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ剤 080613収載
250 糖衣錠 白 無 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 塩野義製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服
錠)，ﾋｰﾄ表250mg追加

250 FJ 250 腟錠(裸錠) 白 無 ｱｽｿﾞｰﾙ腟錠250 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 1005中止 020705収載
250 裸錠 白 無 ﾊﾞｿﾛ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 脳代謝機能改善剤 89中止
250 裸錠 白 無 ﾛﾊﾞｷｼﾝ錠 ﾒﾄｶﾙﾊﾞﾓｰﾙ 250mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 骨格筋痙攣弛緩剤 9310中止
250 GB250 裸錠 白 無 GABOB錠｢ﾚﾀﾞﾘｰ｣ γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪

酸
250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 脳機能代謝改善剤 9312中止

250 PT142 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠250mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9005中止
250 Glaxo 250 Glaxo 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ｵﾗｾﾌ錠 ｾﾌﾛｷｼﾑｱｷｾﾁﾙ 250mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0401迄) 0111ﾋｰﾄ

記号再記載 9712ﾋｰﾄ記
号削除，裏商品名記載

250 BUS:h-250 10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾑ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痙剤 1003中止 0802社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾌﾞｽｺﾑ錠)

250 HPC 005 HPC005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾜﾆｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 原沢製薬工業 高脂質血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾆｰﾙ錠)
0809ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

250 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

250 INV 250 裸錠 白 無 ｲﾝﾋﾞﾙｽ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 三和化学研究所 脳代謝･精神症状改善剤 8812中止
250 IRESSA 250 IRESSA：250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 褐 無 ｲﾚｯｻ錠250 ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞ 250mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗悪性腫瘍剤/上皮成長

因子受容体ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ
阻害剤

020830収載 0207販売開
始

250 IW 250 IW 耳:C250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｲﾜﾚｷｼﾝ錠250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 岩城製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 96中止
250 KB V250 VC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾗｼﾘﾝ錠 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 経口用合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0207迄) 97

ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
0504中止 940708収載

250 KH 502 KH502 250μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 協和発酵ｷﾘﾝ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠
(500μ gと同じ品名だっ
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250 KH807 KH807 250mg：250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 協和発酵ｷﾘﾝ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾ

250 KN 250 KN250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150｢KN｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

小林化工･全星薬品 H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

250 KPh:250 KPh250 250mg 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ(楕円)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ-参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0304製造社名変更（統合
に伴い） 0308製造元変更
（前：ﾌｧﾙﾏｼｱ） 020705収
載

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
250 KTB 250 KTB250 錠剤 淡青 有 ﾏｰｽﾞﾚﾝ配合錠0.375ES ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳ

ﾑ，L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ
0.75mg，
247.5mg

寿製薬 胃炎･潰瘍治療剤 091113収載

250 KW250:250 0.5mg 裸錠 白 有 ｽﾄﾛｰｹﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 共和薬品工業 α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ 0007中止 900713収載
250 KW 821 KW821:KW821 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾘﾎﾟﾌﾞｺｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 共和薬品工業 高脂血症治療剤 0703中止 920710収載
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 070615
収載(商品名変更に伴
い，前:ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ)

250 μ g 裸錠(長方形) 薄緑 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠250μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1103迄) 1004販
売元変更(前:日本ｲｰﾗｲﾘ

250 L-KX250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9207中止
250 LP250  LP250 LP250:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾅｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 堀井薬品工業-ﾏｲﾗﾝ製

薬
止瀉剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾍﾟﾅｶﾌﾟｾﾙ)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾗﾘｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0108迄) 9601ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

250 ME250 ME250 ME250 250μ g:250μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 深紅/淡桃 ﾒｺﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 日新製薬-科研製薬 末梢性神経障害治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｺﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0510色変更(以前のもの
より若干薄い)

250 Mefenamic Acid 250(紺) 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 昭和薬品化工 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
250 MS F07

250mg
裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製

剤
割線に見える模様あり

250 Beecham MFI-PC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/褐 ﾌﾛｷｻﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ｽﾐｽｸﾗｲﾝﾋﾞｰﾁｬﾑ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止
250 MFL250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｻﾌﾘﾝ ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg ｲｾｲ 動脈硬化用剤 9603中止
250 YO MG2 YO MG2 250mg:YO MG2

250mg
裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 0801ﾋｰﾄ裏250mg追加

0107ﾋｰﾄ表変更(MGT250
→YO MG2 250mg)

250 EISAI ML250 EISAI ML250 裸錠 緑 無 ﾒｻﾌｨﾘﾝ配合錠 ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 胃･十二指腸潰瘍，胃炎
治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｻﾌｨﾘﾝ錠)

250 PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
250 PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9102変更
250 MMT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤紫/濃赤

紫
ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝTｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾘｱｾﾁﾙｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 8912中止

250 MRC250 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾙﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 中止
250 MS P15 MS PA250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質

製剤
9410中止

250 MS W05 MS WDM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝ錠 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
250 ME MTR-250 SHIONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾘｵﾝ錠250 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-大洋薬品工

業，日本ｹﾐﾌｧ
経口糖尿病用剤 050708収載

250 NA250 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9403中止

250 NA 250 NA250 629 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで)
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250 NA 250 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬-日本医薬品工
業

合成抗菌剤 92中止

250 NA 250 NA250 624SV 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 9603中止 95変更
250 NCT250 DOJ 裸錠 白 無 ﾉｲｾﾅﾐﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 同仁医薬化工 血圧降下剤 中止
250 Sc 319 Sc319 NEL250:250mg 裸錠 白 有 ﾈﾙﾋﾞｽ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 三和化学研究所 経口糖尿病用剤 旧本体(0508迄) 020705

収載
250 NLD-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 東洋新薬 合成抗菌剤 9007中止
250 NLD-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大洋薬品工業 合成抗菌剤 94中止
250 μ g:250μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾈｵﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｷｯｾｲ薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0410中止
250 NMB 654 NMB654 250 mg:250 mg 裸錠(楕円形) 薄青 有 ﾒﾈｼｯﾄ配合錠250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，

25mg(無水物
として)

MSD 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾈｼｯﾄ錠250)

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青～青/微
黄赤～淡黄
赤

ﾈｵﾏｲｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg ｴｰｻﾞｲ 化学療法剤 9907中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9201ﾋｰ
ﾄ変更

250 KY 05 NS250 裸錠 微黄～淡黄 無 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢科薬｣250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 科薬 合成抗菌剤 8909中止
250 NS 250 NS250 10mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙｾｷｵﾝ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日新製薬 低血圧治療剤 1011中止 990709収載
250 NT 250 NT250 5mg:NT250 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢

NT｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止

250 NTC250 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤/黄 ﾅﾂﾒﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 同仁医薬化工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 中止
250 OG23 OG23 Otsuka

250mg:250mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾚﾙｺ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大塚製薬 高脂血症治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾚﾙｺ) 0203
ﾋｰﾄ変更，表Otsuka
OG23追加，裏商品名記

250 OH 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊｰﾛﾝｸﾞ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大原薬品工業 高脂質血症治療剤 0003中止 920710収載
250 KI 3965 OIS-250:MECT KI-3965 裸錠 白 有 ｵｲｾﾞﾝ錠250mg ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 250mg ﾒｸﾄ 血糖降下剤 98中止
250 SS OX 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｵｷｻｲｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ｴｽｴｽ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ製剤 9306中止
250 PA 250 PA629SV 裸錠 淡黄 有 ﾊﾟﾊﾟﾅｰﾙ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 9308中止
250 250PB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止 9707ﾋｰﾄ変更

記載(ｶﾀｶﾅ
250 PBN-250mg [ｼｵﾉ会社ﾏｰ

ｸ]
硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/褐 ﾌﾟﾛﾋﾞｰﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 肝臓疾患用剤･高脂質血

症改善剤
990709収載

250 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄） 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960614収載

250 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0302頃
ｺｰﾄﾞ，本体形状変更

250 Sc 207 Sc207 PRC-T250：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠250mg ﾆｾﾘﾄﾛｰﾙ 250mg 三和化学研究所 脂質代謝･末梢循環改善
剤

0303ﾋｰﾄ変更（Sc207裏
から表へ） 9605ﾋｰﾄ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

250 RA250 RAS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾗｽｶｰｼﾞﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 寿製薬 抗炎症鎮痛剤 0103中止
250 Sc651 REE 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｰﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 三和化学研究所 抗菌性化学療法剤 9611中止
250 MI 104 耳:RESTELON250 裸錠 淡灰褐 有 ﾚｽﾃﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 丸石製薬 合成抗菌剤 9301中止
250 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)
250 250 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504社名変更(合併)

250 SF 250 SF 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～黄褐 無 ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠250 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 101119収載
250 BRISTOL 231 SF250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 第一三共ｴｽﾌｧ 高脂血症治療剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
250 SLT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾞﾙﾂｸﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
900713収載
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250 SR 250 SR250 25mg 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚﾆﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 白井松新薬 前立腺肥大症･癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9609
ﾋｰﾄ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

250
250mcg

糖衣錠 白～黄み白 無 ﾌﾚｽﾐﾝS糖衣錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 清水製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0203中止

250 SW 175 SW-175 250mg:250mg 裸錠 白 無 ｺﾘｸｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 沢井製薬 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｸｰﾙ錠250)
0208ﾋｰﾄ250mg追加
0005本体変更(175追加)

250 SW-675 SW-675:SW-CD250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｧﾄﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9510中止 900713収載
250 SW-678 SW-678 250:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記

号(SW-KF250)削除，商
品名記載

250 SW MES:250 SW-MES:250 mg 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日本薬品工業-沢井製薬 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

250 AC 25 裸錠 白 有 ｱｾﾐﾊﾟｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

250 T 137
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠250mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾊﾟｲﾘﾝ250)

250 T250 裸錠(楕円形) 淡橙 無 ｸﾞｯﾃﾞﾙ錠250mg ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 高田製薬-塩野義製薬 脳代謝賦活剤 8907中止
250 TYK250 3 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠3)

250 T 737
250mg

裸錠 白 無 ﾘﾝﾗｷｻｰ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 大正製薬-大正富山医薬
品

筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾗｷｻｰ250)

250 635 TCF-250 635 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾀｲｾﾌﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで)
250 TCL-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾀｲｾﾌｧｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg 大洋薬品工業 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)

250 TCL 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾀｲｾﾌｧｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 大洋薬品工業 経口用合成ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ
系抗生物質製剤

0504中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ
化

250 KC 11 KC11 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg 科研製薬 結核化学療法剤 9707ﾋｰﾄ変更(TEB250削
除)

250 TFR 250 TFR 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾄｰﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 中北薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0107中止 9903承継(ｴﾑｴ
ﾌより) 9608休止 9603社
名変更

250 TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9204まで)
250 TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 9508ﾋｰﾄ裏商

品名記載 9204変更
250 CH TOR-250 裸錠 白 有 ﾄﾗﾈﾁﾑ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 長生堂製薬 止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(91まで)
250 TwTCC

250mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

ﾄｰﾜ｣
ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 東和薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 1007ﾎﾞﾃﾞｨに記載の本体

ｺｰﾄﾞ削除 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾗﾈ
ｷｻﾑ酸･C｢ﾄｰﾜ｣)

250 Tw 720
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠250mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 東和薬品 経口血糖降下剤 070706収載

250 TP 137 250:TP-137 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｳﾝｵｲｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高脂質血症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｳﾝｵｲｰﾙ錠)

250 M706 TP-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾁﾙﾄﾞﾊﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 模範薬品研究所 血圧降下剤 9201中止
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾ

250 裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
020705収載(商品名変更
前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠)
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250 TTS 250 TTS-250 4mg 裸錠 白 有 ﾚﾅﾋﾟﾘﾝ錠 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 高田製薬 気管支拡張剤 0110中止
250 Tu AM･250  Tu AM･250 Tu AM･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾀ

ﾂﾐ｣
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 辰巳化学 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ｢ﾀﾂﾐ｣)

250 Tu AU-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾒﾄｼﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9312中止
250 Tu CF･250 Tu CF･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌﾄﾞﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ｢250｣ ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 辰巳化学 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0012中止
250 Tu CG･250 Tu CG･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/ｸﾘｰﾑ ｺﾒｽｹﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 辰巳化学 末梢性神経障害改善剤 9906中止
250 Tu HD-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｰﾌﾄﾞﾊﾟ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg(無水

物として)
辰巳化学 血圧降下剤 旧品名(0612迄，新:ﾒﾁﾙﾄﾞ

ﾊﾟ錠250mg｢TCK｣)
250 Tu HD-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠250mg｢TCK｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg(無水

物として)
辰巳化学 血圧降下剤 0708中止 0612商品名変

更(前:ﾊｰﾌﾄﾞﾊﾟ錠)
250 Tu IS･250 Tu IS･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｲｼｽﾉｰﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 辰巳化学 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 96中止
250 Tu KO-250 裸錠 白～微黄白 無 ｶﾙｿﾝﾄ錠｢250｣ ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 筋緊張性疼痛疾患治療
250 Tu-KR 250 TuKR-250:TuKR-250 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｲﾝｽﾛﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 辰巳化学 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
020705収載

250 Tu KS･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｶｾｿﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 辰巳化学 脂質代謝改善剤 96中止
250 Tu KU･250 Tu KU･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｸﾘﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ｢250｣ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 辰巳化学 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 900713収載
250 Tu-MB 250 Tu MB-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 有 ﾏｰﾋﾞｯﾄﾝ錠250mg ｼﾞﾌﾙﾆｻﾙ 250mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9910中止 920710収載
250 Tu NG-250 裸錠 白 無 ﾉﾆｹﾞﾆﾝ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 辰巳化学 動脈硬化用剤 97中止
250 Tu PM-250 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚﾀｽﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 辰巳化学 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾚﾀｽﾐﾝ錠)
250 Tu-TS 250 Tu TS-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白～微黄 無 ﾄﾒｼｰﾙ錠｢250｣ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 辰巳化学 抗菌性化学療法剤 9906中止 940708収載
250 Tw 250 Tw250 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(十字

割線)
淡赤褐 有 ﾅﾌﾟﾘｼﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg(ｷﾅﾌﾟﾘ

ﾙとして)
東和薬品 組織ACE阻害型降圧剤 0703中止 050708収載

250 Tw 250 Tw250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝL錠300｢ﾄｰ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 東和薬品 持続性脳微小循環改善 9909中止 980710収載
250 Tw.ACPC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄淡紅/白 ｼｸﾗｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9109中止
250 Tw.AMP250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ･C250｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9109中止
250 Tw AMX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

ﾄｰﾜ｣
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 1101ﾋｰﾄ若干変更

250 Tw CCL250 Tw.CCL250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾘｶﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 940708収載
250 Tw CDX250  Tw CDX250 Tw.CDX250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾄﾞﾙｾﾌｧﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 900713収載
250 Tw CEX250 Tw.CEX250 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/類白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ･C｢ﾄｰﾜ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗

生物質製剤
旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ｾﾌｧﾚｷ
ｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣)

250 Tw CEX250
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/類白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質製剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌｧﾚｷｼﾝ･C｢

追加等)
250 Tw:LORS

250mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 東和薬品 高脂血症治療剤

収載(商品名変更に伴
い，前:ﾛﾙｽﾀｰ錠)

250 Tw:LORS Tw.LORS 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾙｽﾀｰ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾄｰ

250 Tw.TAPC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾌﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9010中止

250 Tw TB 裸錠 淡黄 無 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 東和薬品 血糖降下剤 0606商品名変更(前:ﾄﾙﾌﾞ
ﾀﾐﾄﾞ錠「ﾄｰﾜ」)

250 UC UC 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢SN｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

250 ucb 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

青 有 ｲｰｹﾌﾟﾗ錠250mg ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 250mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-大塚製
薬

抗てんかん剤 100917収載

250 UN-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾕﾆﾊﾟｲﾘﾝ錠250 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 8906中止
250 UNA250mg 裸錠 淡黄赤 有 ｳﾅｾﾙｽ錠250mg ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg ｲｾｲ 合成抗菌製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｳﾅｾﾙｽ)
250 SD610 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾕﾅｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工 抗生物質製剤 9810中止 97ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
250 EISAI UR250 EISAI UR250 裸錠 白 無 ｳﾛｻｲﾀﾞﾙ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾁｿﾞｰﾙ 250mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ｻﾙﾌｧ剤 0006中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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250 V250 VC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞﾗｼﾘﾝ錠 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ-日本ﾕﾆﾊﾞｰ
ｻﾙ薬品

経口用合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0905中止 0808販売元変
更(前:日本ﾌｧｰﾏﾌﾟﾛﾓｰｼｮ

250
250

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

250 VIRACEPT:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

薄青 無 ﾋﾞﾗｾﾌﾟﾄ錠250mg ﾒｼﾙ酸ﾈﾙﾌｨﾅﾋﾞﾙ 250mg 日本たばこ産業-中外製
薬，鳥居薬品

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾗｾﾌﾟﾄ錠)

250 BRISTOL 110 VS 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/卵色 ﾊﾞｰｻﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾍﾀｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9012中止
250 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載(商品名変更 前:ｳｲﾝ
ﾄﾏｲﾛﾝ錠)

250 SYT012 裸錠(ｶﾌﾟﾚｯﾄ型) 灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾘﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 三恵薬品 合成抗菌剤 04頃中止
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾔﾏｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 山之内製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(03頃迄) 9708ﾋｰﾄ

裏変更
250 Y-PG250 Y-PG250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾍﾟﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ錠250 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0110承継され経過措置

(新商品名:ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠
250 Y-YO250 糖衣錠(楕円球

形)
白 無 ﾖｼｺｰﾙ糖衣錠 ｵｻﾙﾐﾄﾞ 250mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ

ﾌｧｰﾏ､吉富薬品
胆汁分泌促進剤 0208中止 9808製造元変

更 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

250 250mg:ZENECA 218 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9311変
更(社名変更により)

250 Pfizer:ZTM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 250mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

0304社名変更（統合に伴
い） 000531収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

250 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚﾆﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 東京田辺製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで)
250 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚﾆﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症･癌治療剤 0312中止 0110社名変更

9905変更(製造元変更の
為)

250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾗﾘｷｼﾝ錠250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾘｷｼﾝ錠)

250 P-D 444:250 裸錠 白～微黄白 無 ﾎﾟﾝﾀｰﾙ錠250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0210ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄淡紅/黄～
黄緑白

ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝ)

250 KN 256 KN256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾁｵ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 小林化工 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺﾁｵ錠)

250 KN 153 裸錠 白 無 ﾗﾀﾞﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 小林化工 筋緊張性疼痛疾患治療 0412中止
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白

～黄白
ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変

更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)
250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白

～黄白
ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商

品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

251 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(旭化成) 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成 制酸剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載 960705収
載

251 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠500mg｢旭化成｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:炭ｶﾙ錠(旭化
成))

251 ARA251 裸錠 微黄～黄 無 ｺｰﾚｲ錠｢ARAX｣ ｱﾗｸｽ 末梢血管拡張剤 9501中止
251 Pfizer:CDT 251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠2番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ

ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載
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251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤
251削除等)

251 HD-251 裸錠 類白 有 ﾌﾟﾛﾊﾟｯﾄ錠 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
251 KN 251 KN251 5mg 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ錠5｢KN｣ ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 小林化工 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0706中止 010706収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
251 KP 251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｮｰﾘﾅｰｾﾞ錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 杏林製薬 消炎酵素剤 0006中止 9707ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
251 KW 251 KW251:251 1mg 裸錠 淡橙 有 ｽﾄﾛｰｹﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 共和薬品工業 α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ 0007中止 900713収載
251 KYO 251 KYO251 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ﾅﾄﾘｯｸｽ錠1 ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 1mg 京都薬品工業-日本ｾﾙ

ｳﾞｨｴ，大日本住友製薬
持続性非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧
剤

0702剤型変更(前:糖衣
錠，円形)，割線追加，ﾋｰ
ﾄ表1mg裏mg追加 020705
収載(商品名変更 前:ﾅﾄ
ﾘｯｸｽ錠)

251 LR 251 LR251:LR251 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾋﾟﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 東亜医薬品工業 高脂血症治療剤 旧商品名(製造元社名変
更に伴い商品名変更，ﾋﾞ
ﾅｽﾙ錠200へ） 900713収

251 MO251 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡桃 ﾍﾞﾅﾗ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 持田製薬 脳･末梢血流改善剤 9311中止
251 ｎ 251 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢日医

工｣
ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 日医工 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載

251 NS251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｼﾞｭﾒﾆｰ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 日新製薬 β 遮断剤 中止 920710収載
251 NT 251 NT251 10mg:NT251 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢

NT｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止

251 OH 251 OH-251 40mg：40mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟｶｰﾙ錠40mg ﾄﾚﾋﾟﾌﾞﾄﾝ 40mg 大原薬品工業 膵･胆道疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾊﾟｶｰﾙ錠)

251 PH 251 PH251：2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾌｧﾙﾌﾟﾘﾙ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

251 SW 251 SW-251 OD:5 mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩OD錠5mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

100528収載

251 TKS251 0.25μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-科研製薬，
ﾏｲﾗﾝ製薬

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 091113収載

251 VK:TKS251 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9510中止

251 Tw:251 Tw251 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾉﾚｷｼﾉﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ
ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし

東和薬品 消化器機能異常治療剤 960705収載

251 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｲｺﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 前田薬品工業-大正富山
医薬品

EPA製剤 0706中止，承継に伴い
(日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸへ) 0307ｺｰ

大正富山医薬品販売
252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-大正富山

医薬品
脳循環･代謝改善剤 0708ﾋｰﾄ若干変更

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰﾄ異な

252 252 ATD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾝﾀﾞｰﾙ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 920710
収載

252 252 ATN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉｰﾄ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 β 遮断剤 中止 920710収載
252 FPF 252:NFﾌｼﾞﾓﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 藤本製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9412中止
252 HD 252  HD 252 25mg HD-252：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 鎮痛･消炎剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾁﾝ｢ｶ
ﾌﾟｾﾙ｣) 0312ﾋｰﾄ変更，
25mg追加等

252 HF252A1 糖衣錠 茶 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠｢
ｹﾝﾕ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 陽進堂 子宮収縮止血剤 95中止

252 252 KW252 7.5:KW252 7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾛｰﾊｲﾑ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

252 KYO 252 KYO252 糖衣錠 淡桃 無 ﾅﾄﾘｯｸｽ錠2 ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 2mg 京都薬品工業-日本ｾﾙ
ｳﾞｨｴ，大日本住友製薬

持続性非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧
剤

9707ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 901129収載

252 NS252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｼﾞｭﾒﾆｰ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 日新製薬 β 遮断剤 中止 920710収載
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252 NT 252 NT-252 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠10mg｢NT｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤／高血
圧･狭心症治療剤

080704収載

252 PH 252 PH252：5mg 裸錠 薄桃 有 ﾌｧﾙﾌﾟﾘﾙ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

252 SANKYO 252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ
ﾙ形)

黄 無 ﾉｽｶｰﾙ錠100 ﾄﾛｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 100mg 三共 糖尿病治療剤(ｲﾝｽﾘﾝ抵
抗性改善剤)

0003中止 961206収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

252 SR:252 SR252 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ 50mg 白井松新薬 抗甲状腺剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9801
ﾋｰﾄ変更，商品名記載(ｶﾀ

252 SW 252 SW-252 OD:10 mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩OD錠
10mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

100528収載

252 252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 0806商品名変更(前:ｱﾃﾝ
ﾀﾞｰﾙ錠)

252 252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾝﾀﾞｰﾙ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 旧品名(0806ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣へ変更)

252 TYK252:TYK252 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 脳循環･代謝改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
大正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる

252 TYK252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
252 AR0.5:TKS252 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0204頃迄) 0110販

売元変更(旧:ﾅｶﾞｾ医薬
252 TKS252 0.5μ g：0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，

科研製薬
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
252 TT:252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ 50mg 田辺三菱製薬 抗甲状腺剤 0812商品名変更(前:ﾁｳﾗ

ｼﾞｰﾙ錠)
252 Tw:252 Tw252 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾝﾐﾙR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ

ﾗﾐﾄﾞとして)
東和薬品 徐放性不整脈治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｧﾝﾐﾙR錠)
252 裸錠 白～帯黄白 有 ﾓﾘｱｰﾙ錠 ﾓﾙｼﾄﾞﾐﾝ 2mg 武田薬品工業 血管拡張剤 91中止
252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ錠｢ｳｼﾞ｣ ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 宇治製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 920710収載
253 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫 ﾊﾞﾙｺｿﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸ

ｼﾈｰﾄ，ｶｻﾝｽﾗﾉｰﾙ
30mg，15mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 便秘治療剤 0410中止 0302本体，ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化，本体色調もやや
明るめに

253 KN 253 KN253 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠5「KN」 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤(高脂血症治療剤)

030704収載

253 253 KW253 10:KW253 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾛｰﾊｲﾑ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

253 ｎ 253 裸錠(十字割 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢日医 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 日医工 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
253 NP 253:5 NP-253 5mg:5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢NP｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･ｻﾝﾄﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
253 NT 253 NT-253 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢NT｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤／高血

圧･狭心症治療剤
080704収載

253 SANKYO 253 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ
ﾙ形)

黄 無 ﾉｽｶｰﾙ錠200 ﾄﾛｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 200mg 三共 糖尿病治療剤(ｲﾝｽﾘﾝ抵
抗性改善剤)

0003中止 961206収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

253 Sc 253 VAS-RB2.5 Sc253 錠剤 白～帯黄白 有 ﾊﾞｿﾚｰﾀｰRB2.5 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 2.5mg 三和化学研究所 持続型心疾患用口腔内
貼付剤

0603中止 0508SP変更
(表品名記載等) ﾊﾞｯｶﾙ錠

253 DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣
0.125mg

ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

253 TBP 253 TBP253 裸錠 白 有 ｺｯﾎﾟﾛｽ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 東菱薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

中止 960705収載

253 AR1.0:TKS253 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ﾅｶﾞｾ医薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0204頃迄)

253 TKS253 1.0μ g：1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
科研製薬

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

253 TTS 253 TTS-253 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾎﾟﾙﾎﾞﾉｰﾙ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg ﾛｰﾏﾝ工業-高田製薬 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾙﾎﾞﾉｰﾙ錠)

253 Tw 253：10 Tw253 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄCR錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 持続性Ca拮抗薬-高血
圧・狭心症治療剤-

050708収載

253 253 UDR-10 糖衣錠 黄 無 ﾕﾋﾞﾚｶﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 代謝性強心剤 中止
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254 245 DFN 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 9407本
体刻印

254 EPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾅﾙﾄﾞ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業 筋緊張･循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 97ﾋｰﾄ
変更 9512本体変更(254-
>EPN)

254 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｺﾛﾈﾙ錠500mg ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ 500mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏性腸症候群治療剤 0606ﾋｰﾄ若干変更 0510
製造元社名変更 0504社
名変更(合併)

254 HD:HD-254 裸錠 白 有 ﾌﾗﾎﾞｲﾄﾞ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

菱山製薬 α 遮断剤 0002中止 900713収載

254 KN254 糖衣錠 赤 無 ﾙﾍﾟﾉｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 小林化工 冠循環増強剤 0004中止 98ﾋｰﾄ変更
(25mg削除)，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

254 糖衣錠 白 無 ｸﾙｿﾞｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工
業

解熱鎮痛消炎剤 92中止

254 NS NS254 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｴｱﾊﾟｼﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日新製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
254 NT 254 NT-254 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠40mg｢NT｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤／高血

圧･狭心症治療剤
080704収載

254 PH 254 PH254：10mg 裸錠 白 有 ｱｯﾌﾟﾌﾘｰ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0908中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

254 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ SW-254 2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 沢井製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 060707収載
254 DX 250 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0207

販売，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

254 TBP 254 TBP254 裸錠 白 有 ｺｯﾎﾟﾛｽ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 東菱薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

中止 960705収載

254 TC 254 10mg：TC254 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌﾙﾊﾟﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大鵬薬品工業 代謝性心筋賦活剤 0804中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾙ
ﾊﾟﾉﾝ錠)

254 TKS254 3.0μ g:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-科研製薬，
ﾏｲﾗﾝ製薬

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 101119収載

254 Tw 254：20 Tw254 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄCR錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 持続性Ca拮抗薬-高血
圧・狭心症治療剤-

040709収載

255 255 糖衣錠 橙赤 無 ﾐｸﾛﾊﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 冠循環改善剤 9809中止 97ﾋｰﾄ変更
9603本体刻印，9603社名
変更

255 Pfizer:CDT 255 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠1番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

255 裸錠 淡黄 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0404発売
255 h 255 5mg h-255:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ﾎｴｲ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

薬) 0607社名変更 0512
ﾋｰﾄ変更(表5mg追加)

255 HD:HD-255 裸錠 薄橙 有 ﾌﾗﾎﾞｲﾄﾞ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

菱山製薬 α 遮断剤 0002中止 900713収載

255 KN 255 KN255 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾛﾝ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 0706中止 ﾋｰﾄ200mg追
加，商品名表→裏 98ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940708収載

255 KW 255：5 KW255 5：KW255 5 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg「ｱﾒﾙ」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

255 錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0911頃ﾋｰﾄ変更(表2追加
等) 070706収載

255 PH 255 PH255 25mg:PH255 裸錠 白 有 ｶﾅﾉﾐﾝ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 持続性ACE阻害剤 0705中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

255 SH255(青) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 昭和薬品化工 冠血管拡張･抗血小板剤 9810中止
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255 255 糖衣錠 橙赤 無 ｸﾞﾘｵｽﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 冠循環改善剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 980710収載

255 TC255 軟ｶﾌﾟｾﾙ 紅透明 ﾌﾙﾊﾟﾉﾝｿﾌﾄ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 大鵬薬品工業 代謝性心筋賦活剤 9405中止
255 Tw 255：40 Tw255 40mg：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄCR錠40mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 東和薬品 持続性Ca拮抗薬-高血

圧・狭心症治療剤-
050708収載

255 TYK255:TYK255 300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ﾒﾙﾌﾞﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ EPA製剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

255 Z255 Z255 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/淡黄
透明

ﾌｪﾛｽﾀﾁﾝ 乾燥硫酸鉄 306mg 日本臓器製薬 徐放性鉄剤 9408中止

256 裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0407本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
256 HD 256 HD-256 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾌｪﾝ錠75mg ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾌｪﾝ錠)
0404ﾋｰﾄ変更

256 KN 256 KN256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾁｵ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 小林化工 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺﾁｵ錠)

256 KP 256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 杏林製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

商品名変更に伴い(前:ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠)

256 KW 256:10 KW256 10:KW256 10 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載

256 錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

091113収載

256 ｔ256 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝSｶﾌﾟｾﾙ 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 0804中止 0206頃本体ｺｰ
ﾄﾞ追加 9802ﾋｰﾄ変更

256 TC256 軟ｶﾌﾟｾﾙ 紅透明 ﾌﾙﾊﾟﾉﾝｿﾌﾄ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大鵬薬品工業 代謝性心筋賦活剤 9506中止
256 CM:TKS256 糖衣錠 淡赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9409中止

256 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg(力
価)

ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

125mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 97中止 9604ﾋｰﾄ変更

257 裸錠 帯赤橙 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更
257 HD 257 HD-257 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾘｰﾔ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 菱山製薬 消化管運動改善剤 9902中止 960705収載
257 KN 257 KN257 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10「KN」 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害

剤(高脂血症治療剤)
030704収載

257 KW 257:20 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

257 MFL-25 257 裸錠 白 有 ﾒﾌﾙﾄｰﾙ錠 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 9306中止
257 MO 257 裸錠 黄 有 ﾋﾞｵﾚｲﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 持田製薬 代謝性強心剤 9511中止
257 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本新薬 ACE阻害剤 0906ｺｰﾄﾞ変更
257 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾞﾚﾄﾘｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工

業
解毒剤 9603中止

257 NS 257 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾｰﾗｼﾞｰﾙ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日新製薬・ｱｲﾛﾑ製薬 心臓選択性β -遮断剤 07頃ﾋｰﾄ変更(前:NS257)
257 SANKYO 257 裸錠 白 有 ﾙﾈﾄﾛﾝ錠1mg ﾌﾞﾒﾀﾆﾄﾞ 1mg 第一三共 利尿剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾙﾈﾄﾛﾝ錠)

257 Sc257 Sc257 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾀﾞﾝｽｰﾙ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 三和化学研究所 H2受容体拮抗剤 0911発売

257 SH 257 SH257 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｻｰｸﾘﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 昭和薬品化工 循環障害治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｰｸﾘﾝS錠)

257 TKS 257 TKS257 50mg:50mg 裸錠 白 有 ﾅｰｶﾘｼﾝ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
興和ﾃﾊﾞ

尿酸排泄薬 1001販売元変更(前:興
和，興和創薬)

257 Tw 257 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄｰﾜ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

080704収載

257 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄灰白/
白～黄灰白

ﾎﾟﾘﾄｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 武田薬品工業 消化酵素製剤

257 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg(力
価)

ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 万有製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0012中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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258 KN258 糖衣錠 白 無 ｾﾞｵﾀｲﾄ L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 小林化工 気道粘液溶解剤 0203中止 96記号変更
(KN-ZEO削除)

258 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本新薬 ACE阻害剤 0903頃ｺｰﾄﾞ変更
258 NP 258:10 NPI-258 10mg:10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢NP｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･ｻﾝﾄﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
258 SANKYO 258:2 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg(ｻﾙﾌﾞﾀ

ﾓｰﾙとして)
三共 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(0702迄)，承継に

伴い(ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝへ)
0207ﾋｰﾄ会社ﾏｰｸ変更な
ど 9702ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

258 SH 258 SH258 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾊﾞｽ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 昭和薬品化工 抗狭心症･脳循環改善剤 9104中止
258 裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:水溶性ｱｽﾞﾚﾝ
錠｢ﾀｲﾖｰ｣)

258 TKS 258 TKS258 25mg:25mg 裸錠 白 無 ﾅｰｶﾘｼﾝ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
興和ﾃﾊﾞ

尿酸排泄薬 1001販売元変更(前:興
和，興和創薬)

259 259 FDX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾝﾄﾞｷｼﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 94本体
刻印

259 FH FH259SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾀﾝﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 進化製薬 頻尿治療剤 9603中止
259 KN 259 裸錠 白 無 ﾋﾟﾘﾁﾞﾆﾝ ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 小林化工 循環機能改善剤 9104中止
259 KP-259 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
帯黄白 ﾚﾏｰﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 杏林製薬 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

259 NPI 259 NPI259 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾘﾒﾗｰﾙ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日本薬品工業 頻尿治療剤 0311中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

259 NPI 259A NPI 259A NPI-259A 0.1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

259 NPI 259B NPI 259B NPI-259B 0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

259 SH 259 SH259(青) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾊﾞｽS錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 昭和薬品化工 抗狭心症･脳循環改善剤 9810中止
259 裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-大正富山

医薬品
骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 興和ﾃﾊﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

259 TYK259：200 TYK259 裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠) 大
正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる

259 259 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾝﾄﾞｷｼﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0101中止 9801ﾋｰﾄ変更

259 TTS 259 TTS-259 150mg 裸錠 薄橙 有 ｲｿﾌﾟﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 高田製薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 中止
259

259
軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白～淡ﾍﾞｰ

ｼﾞｭ
ﾍﾓｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg 天藤製薬-武田薬品工業 経口痔核治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾓｸﾛﾝ)
260 HD-260 糖衣錠 淡青緑 無 ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣4mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg 菱山製薬 精神･神経安定剤 96中止
260 KL 260 TOP 裸錠 白 有 ﾄﾌﾟｸﾛﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ治療剤 9305中止
260 MO 260 糖衣錠 茶 無 ｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝMﾓﾁﾀﾞ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 9411中止(商品名変更の

為)
260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ錠SV50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 進化製薬-日本医薬品工

業
消化性潰瘍治療剤 9603中止

260 PH260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾀﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 非麻薬性鎮咳剤 9503中止
260 260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高脂質血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 96ﾋｰﾄ

変更 920710収載
260 260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高質血症治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠)
260 260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高質血症治療剤 旧品名(081219ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ

錠250mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
260 TYK260 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物

として)
大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠)
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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260 TSU 260  TSU 260 TSU260 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/肌色 ｼﾞｱｲﾅﾐｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1･B6･B12複合剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｱｲﾅﾐｯｸｽ)
0804本体ｺｰﾄﾞ追加

260 糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃﾝｻﾞｲﾝ錠 塩酸ｶﾙﾎﾞｸﾛﾒﾝ 75mg 武田薬品工業 虚血性心疾患改善剤 95中止
261 261 裸錠 白 有 ｹﾞｼｭﾅｰﾙ錠 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg 日本医薬品工業 消化性潰瘍治療剤 89中止
261 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化

成)
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0311本体刻印5追加

0310社名変更 0306ﾋｰﾄ
裏5ｍｇ追加 0109商品名
変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭

261 261 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 97ﾋｰﾄ
変更 9411本体刻印

261 KYO261 300mg：300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾒﾗﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 京都薬品工業-協和発酵
ｷﾘﾝ

EPA製剤 0810販売元社名変更，合
併に伴い(前:協和発酵工
業)

261 KYO 261 KYO261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｾﾎﾟｱﾚﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 京都薬品工業 脳循環代謝改善剤 9603中止 920710収載
261 MO261 MO261 裸錠 白 無 ﾒｻﾉﾛﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 持田製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 0707中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

261 NS 261 NS261：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾏｽﾄﾘｯｸ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日新製薬 消化管運動調律剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｽﾄﾘｯｸ錠)

261 OH 261 OH-261 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾒﾘﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 切迫流･早産治療剤 0909商品名変更(前:ﾘﾄﾒﾘ
ﾝ錠)

261 PH261 耳:CNZ50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳血流促進剤 9906中止
261 SANKYO 261 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠1mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

261 SH 261 SH261(赤) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙｱﾄﾞ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 昭和薬品化工 脳循環代謝改善剤 9709中止
261 261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗炎症･鎮痛･解熱剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ)
261 TYK261 2:TYK261 2mg 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛｲﾙ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

261 261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧品名(090925ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

261 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭化成) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9410まで) 920101
商品名変更

261 Th 261 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢BMT｣5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 高血圧･不整脈用剤 92中止
261 TSU261 10mg:10mg 糖衣錠 黄 無 ｼﾞｱﾉｲﾅﾐﾝ錠10mg ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｱﾉｲﾅﾐﾝ10)
261 TTS 261 TTS-261 25mg 裸錠 淡緑 有 ｷｯｶﾙｼﾞﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 1009中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ｷｯｶ
ﾙｼﾞﾝ錠)

261 TZ261 TZ261 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟﾐﾀｰﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 帝国臓器製薬 脳循環障害治療剤 9903中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

261 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ｱﾀﾞｯｸｽ わかもと製薬 排尿障害改善剤 0208中止 9801ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

261 YD261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞｸﾞﾐｭｰﾗｰ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 陽進堂 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾞｸﾞﾐｭｰﾗｰ錠)

262 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0512中止 0310社名変更
262 KP 262 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾋﾟﾛｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 杏林製薬 微小循環改善剤 9903中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
262 KW 262 KW262:KW262 裸錠 白 有 ｿﾛﾑｺ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 共和薬品工業 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｿﾛﾑｺ錠) 0202

262 硬ｶﾌﾟｾﾙ 鈍緑/微褐 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ｢日医 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 日本医薬品工業 消化性潰瘍･胃炎治療剤 9106中止
262 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄透明/黄 ｾｰﾌﾘｰNｶﾌﾟｾﾙ 大原薬品工業 健胃消化剤 91中止
262 PH262 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 降圧剤 9506中止
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262 SANKYO 262 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠2mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更

262 TYK262:TYK262 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾃﾌﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃潰瘍治療剤
262 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9305まで) 920101

商品名変更
262 TBP 262 TBP262 10mg:TBP262 口腔内崩壊錠 白 有 ｶﾞｽﾒｯﾄD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東菱薬品工業-扶桑薬品

工業
H2受容体拮抗剤 080704収載

262 TJN262 顆粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ剤

淡黄 ｿﾙﾐﾗﾝ顆粒状ｶﾌﾟｾﾙ
600mg

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 1.3g分包 森下仁丹-帝人ﾌｧｰﾏ PH依存崩壊型EPA製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾙﾐﾗﾝ)

262 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 9710ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

262 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

02頃ﾋｰﾄ変更，裏LNC削
除

262 YD 262 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾌｾﾌﾞﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 陽進堂 軟部腫張緩解剤 0012中止
262 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾏｰｹﾞ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 宇治製薬 精神神経用剤 0104中止 920710収載
263 NS263 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾃﾞｽﾃﾝｽ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 日新製薬 血圧降下剤 中止
263 OH 263 OH-263 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾗｲｼｰ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大原薬品工業 消化管運動調律剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗｲｼｰ錠)
263 PH263 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 降圧剤 97中止
263 SANKYO 263 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠4mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
に伴い，前:三共) 0204ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

263 SW 263 SW-263 0.5:0.5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 沢井製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾒｻｿﾞﾝ錠)

263 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9710
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

263 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ
ﾘｰ

結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

263 L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業･科薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0201
ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

263 TBP 263 TBP263 20mg:TBP263 口腔内崩壊錠 白 有 ｶﾞｽﾒｯﾄD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

H2受容体拮抗剤 080704収載

263 Th263 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｵｵｺﾞﾉｰﾙ25 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 心機能亢進調整剤 91中止
263 TKS 263 TKS263 裸錠 白 有 ﾋﾟﾅﾛｯｸ配合錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ

ﾄﾘｳﾑ
231.5mg，
195.0mg

ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱｼﾄﾞｰｼｽ･酸性尿改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾅﾛｯｸ錠)

263 TSU263 12.5mg:12.5mg 糖衣錠 赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠12.5mg｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 鶴原製薬 冠循環改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠
(ﾂﾙﾊﾗ))

263 Tw 263 Tw263 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 0911発売
263 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg わかもと製薬 喘息治療剤 1103中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ﾀｻﾞ
ﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

263 YD263 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｨｰﾌﾞﾗﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0811中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｸｨｰ
ﾌﾞﾗﾝ錠)

263 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(六角
形様)

淡橙 無 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ﾒｼﾙ酸ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ水和
物

200mg(ｶﾞﾚﾉｷ
ｻｼﾝとして)

富山化学工業-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 070921収載

263 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 武田薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止
264 BANYU 264 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｾﾄﾞﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg(力

価)
ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0012中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
264 2.5 2.5mg:FPF-264 裸錠 淡黄 無 ﾌﾞﾛｽﾃﾝ錠-2.5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 藤本製薬 高血圧･不整脈･狭心症

治療剤
9206中止

264 KP 264 裸錠 黄～橙 無 ｶﾙﾃﾞｨｯｸ･Q錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 杏林製薬 うっ血性心不全用剤 0312中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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264 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS･100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日医工 組織修復性消化性潰瘍・
胃炎治療剤

旧品名(090925ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ
ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢東海｣
に変更) 0704承継(日医

264 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢東海｣

ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日医工 組織修復性消化性潰瘍・
胃炎治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS･
100)

264 NS 264 NS264 20：20mg 裸錠 白 有 ｿﾌﾟﾚﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日新製薬 狭心症治療用ISMN製剤 1006日本化薬中止
264 PH264:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾀﾝ錠30 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 非麻薬性鎮咳剤 0501中止
264 糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 0107中止 9710ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
264 糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ

ﾘｰ
結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9912中止 9801ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
264 L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放

性）
淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業･科薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0512
大洋のみ，0508科薬のみ
ﾋｰﾄ変更(20mgから20)

264 Th264 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｵｵｺﾞﾉｰﾙ50 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 心機能亢進調整剤 91中止
264 TSU264 25mg:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25mg｢ﾂﾙﾊ

ﾗ｣
ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 鶴原製薬 冠循環改善剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠
S(ﾂﾙﾊﾗ))

264 TTS 264 15mg TTS-264 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
ﾀｶﾀ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 高田製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

264 YD264 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾙﾌｨｼｭ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 陽進堂 心臓選択性β 遮断剤 0809中止 08頃日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ中止 0712商品名変
更(前:ﾌｪﾙﾌｨｼｭ錠) ﾋｰﾄに
曜日記載

264 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾏｵﾝ錠 ｽﾋﾟｿﾞﾌﾗﾝ 80mg 武田薬品工業 消化性潰瘍治療剤 890126中止
265 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化

成)
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧本体，旧ﾋｰﾄ(9912ま

で) 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載

265 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9912本体刻印(1)追加等

265 BANYU 265 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｾﾄﾞﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500mg(力 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 500mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9712中止
265 K N KN 265 裸錠 白 有 ｴﾙｺﾞﾂﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 小林化工 起立性低血圧･血管性頭

痛治療剤
96中止

265 NS265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾀﾜｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 日新製薬 不整脈･狭心症治療剤 9112中止
265 PH:265 PH265 25mg：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｼﾞﾒ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ β 遮断剤 0908中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
265 SANKYO 265 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙白 ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ80mg ﾌﾟﾗｳﾉﾄｰﾙ 80mg 第一三共 粘膜防御胃炎･胃潰瘍治

療剤<植物抽出･精製製
剤>

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ)

265 t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐放錠150mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 0806商品名変更(前:ﾀｲﾘﾝ
ﾀﾞｰR錠)

265 t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧品名(0806ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐
放錠150mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変

265 TYK265:TYK265 1mg 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 筋緊張緩和剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

265 TBP 265 TBP265 5mg 裸錠 黄橙 無 ｳﾃﾞｷﾉﾝ錠5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 0012中止
265 TSU265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｬﾝﾊﾞｰﾄﾞ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 鶴原製薬 高脂血症治療剤 中止
265 TTS 265 30mg TTS-265 30mg:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢

ﾀｶﾀ｣
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 高田製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

265 YD 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳｱｺｰﾙ錠10 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg 陽進堂 血管拡張剤 95中止
266 HD-266 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体(0412) 0304社名

変更（前：菱山製薬）
266 HD 266 10mg HD-266:10mg 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾓｸﾘｼﾝ錠)

ﾏｰｸ)
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266 KN266 100mg 糖衣錠 黄 無 ﾄﾚﾝｴｰｽ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 小林化工 脳微小循環改善剤 9904中止 96ｺｰﾄﾞ化
266 KW 266 KW266:KW266 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶﾙﾎﾞﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 共和薬品工業 去痰剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｼｽｶﾙﾎﾞﾝ錠)
266 PH 266 PH266 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｼﾞﾒ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ β 遮断剤 0908中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
266 裸錠 白 無 ｹﾞﾙｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大洋薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 0211中止 9907本体変更

裏一般名記載
266 TYK266 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾚﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0909商品名変更(前:ｾﾙﾏ

ﾚﾝ錠)
266 TBP 266 TBP266 10mg 裸錠 黄橙 有 ｳﾃﾞｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 0707中止
266 TSU266 25mg:25mg 糖衣錠 類白 無 ｼｭﾗﾝﾀﾞｰ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 鶴原製薬 抗めまい剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｼｭﾗﾝﾀﾞｰ)
266 TZ 266 TZ266 1：1mg TZ266 裸錠 白 有 ﾎｰﾘﾝ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg あすか製薬-武田薬品工 女性ﾎﾙﾓﾝ剤 0302ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
266 YD266 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳｱｺｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 陽進堂 血管拡張剤 0210中止
267 L 10 267 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 中北薬品 高血圧･狭心症治療剤 02中止 9807製造元変更

(中北薬品実績なし)
267 FPF FPF 267 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 藤本製薬 高血圧･不整脈･狭心症

治療剤
9412中止

267 KN 267 KN267 15mg 裸錠 白 有 ﾑｺｷｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 小林化工 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｷｰﾙ錠)

267 L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 9710
ﾋｰﾄ変更

267 MSD267：MAXALT MSD267 裸錠(長円形) 微帯赤 無 ﾏｸｻﾙﾄ錠10mg 安息香酸ﾘｻﾞﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 10mg(ﾘｻﾞﾄﾘ
ﾌﾟﾀﾝとして)

杏林製薬-ｴｰｻﾞｲ 5-HT1B/1D受容体作動
型片頭痛治療剤

030912収載

267 PH267 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞｽﾉｸﾛﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 微小循環改善剤 9212中止
267 SW 267 SW-267 25:25mg 裸錠 白～微黄 無 ﾊﾟﾊﾟｺｰﾙ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 沢井製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 1003中止
267 5mg TC267 5mg：TC267 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｻﾌﾟﾚｽﾀｶﾌﾟｾﾙ5mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大鵬薬品工業 持続性Ca拮抗剤 030704収載
267 T 50 TTS-267 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 高田製薬 抗狭心症剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売

元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

267 YD 267 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾀﾞﾋﾞﾆｵﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 陽進堂 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
268 L 20 268 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 中北薬品 高血圧･狭心症治療剤 02中止 9807製造元変更

(中北薬品での実績なし)
268 KN 268 KN268 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾝｾﾞｯﾌﾟ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 小林化工 心･腎疾患治療剤 0706中止
268 KW 268 5mg 5:KW268 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｱﾒ

ﾙ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 共和薬品工業 持続性選択H1受容体拮

抗剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
070706収載

268 M 268 M268 100 裸錠 白 有 ｷﾓﾀﾐﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｽｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 模範薬品研究所 肝･胆･消化機能改善剤 0112中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

268 L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 97ﾋｰﾄ
変更

268 N5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 S-ｶﾙｼﾞｰ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 日新製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環障害改善剤 03頃ﾋｰﾄNS268削除
268 NS268 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠  (ﾋｰﾄNS268

は他商品有り)
ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日新製薬 H2受容体拮抗剤 9106中止，大洋薬品に承

継
268 PH 268 PH268：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾗｰﾑ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 頻尿治療剤 1003大正薬品工業中止

0806商品名変更(前:ﾛﾗｰ
ﾑ錠)

268 10mg TC268 10mg：TC268 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｻﾌﾟﾚｽﾀｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大鵬薬品工業 持続性Ca拮抗剤 030704収載
268 TSU 268 TSU268 10mg 耳:ISDN

10mg
裸錠 白 無 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠(ﾂﾙﾊﾗ) 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 鶴原製薬 血管拡張剤 10中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ追

加 9612ｺｰﾄﾞ化
268 T100:+ TTS-268 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 高田製薬 抗狭心症剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売

元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

268 YD268 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾖｺｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 陽進堂 高脂血症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾖｺｰﾙ錠)
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268 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
型)

白 無 ｵｷﾅｿﾞｰﾙ腟錠100mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 田辺三菱製薬 抗真菌剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｵ
ｷﾅｿﾞｰﾙV100)

269 AK 269 AK269:0.1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾄﾘｰﾑOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

269 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 0106中止 9704ﾋｰﾄ裏変
更(GSFP125削除)

269 KN 269 KN269 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉﾐﾛｰﾙ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 小林化工 心臓選択性β 遮断剤 0712商品名変更(前:ﾃﾉﾐ
ﾛｰﾙ錠)

269 KW 269 10mg 10:KW269 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

070706収載

269 M 269 M269 200 裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 模範薬品研究所 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0501迄) 000707
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

269 NS 耳:NS269 糖衣錠 白 無 ﾆﾁﾃﾝｼｵｰﾙ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 日新製薬 血圧降下･安定剤 02頃中止

269 PH 269 PH269 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄｰﾏｲﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 消化管運動改善剤 9903中止 960705収載
269 t 269 裸錠 白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 旧品名(0909ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢

酸ｴｽﾃﾙ錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

269 t 269 裸錠 白～微黄 無 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠
25mg｢ﾀｲﾖｰ｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 0909商品名変更(前:ｱﾌﾟﾀ
ｺｰﾙ錠)

269 TYK269:10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾅﾄｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日本化薬

気管支喘息･脳血管障害
改善剤

269 T B:269 TBP269 裸錠 白 有 ﾊﾟｽﾁﾛﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東菱薬品工業 降圧･不整脈用剤 9503中止
269 Y B YD269 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾍﾞﾙﾅｰｸ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 陽進堂 心疾患治療剤 0505中止 0302本体ｺｰﾄﾞ

記載
269 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ

型)
白 無 ｵｷﾅｿﾞｰﾙ腟錠600mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 600mg 田辺三菱製薬 抗真菌剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｵ
ｷﾅｿﾞｰﾙV600)

270 M 270 M270 裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 模範薬品研究所 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0502迄) 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

270 KN 270 KN270 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝｶﾘﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 小林化工 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ変更
(5mg削除)，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

270 KW 270 25:KW270 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾉｲﾘﾗｰｸ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 共和薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

270 MED 270:50 MED-270:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾘﾎﾞｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
270 PH 270 PH270：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰｴﾑ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞｰｴﾑ錠)
270 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治

療剤
旧ｺｰﾄﾞ(0209頃迄) 0002

990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

270 TKS 270 TKS270 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｰﾄｹﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品 骨粗鬆症治療剤 0109中止 960705収載
270 250 TSU270 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 C-ﾁｽﾃﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 鶴原製薬・日医工，日本

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
気道粘液調整･粘膜正常
化剤

1101本体ｺｰﾄﾞ追加

270 Tw 270:8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠8mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

270 TYK 270 TYK270 糖衣錠 白 無 ﾚﾏﾙｸ錠50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080704収載
270 裸錠 白～帯黄白 無 ｿﾙﾌｧ25mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 25mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
271 TC 271:10 10mg:TC271 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 1007ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ中
271 DS 271:250 DS271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 大日本住友製薬 ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系経口血糖降

下剤
100416収載
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271 HD 271 HD-271 0.25mg:HD-271
0.25mg

裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｿﾞｰﾑ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 睡眠導入剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾛｿﾞｰﾑ錠)
0306ﾋｰﾄ変更（0.25mg追
加等）

271 KN 271 KN271 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾃﾌﾒﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 小林化工 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾌﾒﾁﾝ錠)

271 KW 271 50:KW271 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾉｲﾘﾗｰｸ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

271 KYO 271 KYO 271:0.125mg 裸錠 帯黄白 有 ﾊｰﾌｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.125 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 京都薬品工業-ﾄｰｱｴｲ
ﾖｰ・ｱｽﾃﾗｽ製薬

ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 020705収載 ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

271 MED 271:100 MED-271:100mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 高尿酸血症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞｰﾙ錠)
0707ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞより)

271 MH 271 MH271:MH271 125mg 裸錠 淡黄 無 ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠125m｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg ﾏｲﾗﾝ製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺癌治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙﾀﾒﾙｸ錠

271 MH 271 MH271:MH271 125mg 裸錠 淡黄 無 ﾌﾙﾀﾒﾙｸ錠125 ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺癌治療剤 旧品名(090515ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠
125mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

271 n 271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠1mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 日本医薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0007中止 960705収載

271 NPI:C20 NPI-217E 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 940708収載
271 OH 271 OH-271 2mg 裸錠 白 有 ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大原薬品工業 低血圧治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠)
田辺三菱製薬とﾋｰﾄ異な

271 OH 271 Y-SHU2 2mg:OH-271
2mg

裸錠 白 有 ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大原薬品工業-田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

低血圧治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠)
大原薬品とﾋｰﾄ異なる

271 PH:271 PH271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｻｰｾﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
271 PZD-30 271:PZD-30 271 裸錠 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9410本体刻印
271 SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐

帯)
ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-R ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ

ｽﾞ
ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)，第一
三共と同じになった 第一
三共のものとﾋｰﾄ異なる

271 SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐
帯)

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-Rｶﾌﾟｾﾙ18.75mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

1010製造販売元変更(前:
第一三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏ
ｲﾔｰｽﾞ中止

271 Sc271 ASO10：10mg 裸錠 黄 有 ｱｿｻﾞｰﾄ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 高血圧治療剤 0811中止
271 SW 271:0.25 SW-271 0.25mg:0.25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾛｯｸ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
100528収載

271 TYK271 12.5:TYK271
12.5mg

裸錠 白 有 ｺｰｶﾌﾟﾄ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大正薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0707中止

271 DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0501
頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ表->裏
等) 0105ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

271 TC 271:10 TC271 10mg:TC271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9703ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

271 200 TTS-271 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｶﾐｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 高田製薬 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀｶﾐｼﾞﾝC錠
200mg) 9406本体刻印
900713収載

271 Tw 271 Tw271 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞｽﾀｰSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 990709収載
271 TZ271 TZ271 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟﾐﾀｰﾙ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 帝国臓器製薬 脳循環障害治療剤 9903中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾍﾞﾈｷｻｰﾄﾍﾞｰﾀﾃﾞ

ｸｽ
200mg 塩野義製薬 胃粘膜防御機構増強 胃

炎・胃潰瘍治療剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾ
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271 裸錠 白～帯黄白 有 ｿﾙﾌｧ50mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 50mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治
療剤

272 TC 272:20 20mg:TC272 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 1007ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ中
272 h-272 糖衣錠 橙 無 ﾍﾞｸﾀﾝ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｸﾀﾝ錠)

272 HD 272 HD 272:HD-272 裸錠 白 有 ﾍﾟﾙﾅﾝﾀﾝ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 菱山製薬 持続性ACE阻害降圧剤 01中止 990709収載
272 KN 272 KN272 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤，高血

圧･狭心症治療剤
1011中止 0712商品名変
更(前:ｺﾊﾞﾗｰﾄ錠)

272 KYO 272 KYO272 0.25mg 裸錠(楕円形) 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.25 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 京都薬品工業-ﾄｰｱｴｲ
ﾖｰ，ｱｽﾃﾗｽ製薬

強心配糖体製剤 0205承継(山之内製薬よ
り)，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

272 n 272:2 裸錠 白 有 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0210ﾋｰﾄ変更，2mg追加，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
980710収載

272 NS272：NS272 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾁﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 日新製薬 抗潰瘍･精神安定剤 0802中止
272 OH 272:2 OH-272 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢

OME｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ

ｴｰｻﾞｲ
高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

060707収載

272 PH272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾀｶｰﾄﾞ錠20 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ β 遮断剤 0004中止 9802再開 97中
止 920710収載

272 裸錠 緑 無 ﾊﾟﾝﾃﾘﾝ錠 大洋薬品工業 胃･十二指腸潰瘍，胃炎
治療剤

0303中止 98本体ｺｰﾄﾞ化
970711収載

272 TBP 272 TBP272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾒｯﾄ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東菱薬品工業 H2受容体拮抗剤 020705収載
272 TC 272:20 TC272 20mg:TC272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 97ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
272 Th272 糖衣錠 赤 無 ﾍﾟｸﾄﾗｼﾞﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 冠循環改善剤 92中止
272 TJN272 顆粒状軟ｶﾌﾟｾ

ﾙ剤
淡黄 ｿﾙﾐﾗﾝ顆粒状ｶﾌﾟｾﾙ

900mg
ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 1.95g分包 森下仁丹-帝人ﾌｧｰﾏ pH依存崩壊型EPA製剤 070706収載

272 TSU272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼｭﾗﾝﾀﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 鶴原製薬 脳循環代謝改善剤 99中止 900713収載
272 TTS-272 400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾀｶﾐｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 高田製薬 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀｶﾐｼﾞﾝC錠
400mg) 900713収載

272 Tw 272 Tw272 200:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞｽﾀｰSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 990709収載
272 裸錠(楕円形) 淡黄 無 ﾕﾆｼｱ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
8mg，
2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾎﾞﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 宇治製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0001中止 940708収載

273 KN 273 KN273 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾘｰﾅ錠 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 小林化工 脳血管障害改善剤 9904中止 920710収載
273 MH 273:1 MH273 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1｢ﾎｴｲ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

薬)
273 n 273：3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0402ﾋｰﾄ変更 960705収
載

273 NP 273：50 NP-273 50mg 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg「NP」 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 1006販売休止 050708収
載

273 OH 273:4 OH-273 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
OME｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

060707収載

273 PH 273 PH273 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾀｶｰﾄﾞ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ β 遮断剤 0004中止 9802再開 97中
止 920710収載

273 DLZ 100mg  DLZ 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

273 TBP 273 TBP273 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾒｯﾄ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東菱薬品工業 H2受容体拮抗剤 020705収載
273 Th273 糖衣錠 黄 無 ｱﾃﾘｵｼﾞﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 脳血流障害改善剤 91中止
273 Tw 273：10 Tw273 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 東和薬品・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
273 YD273 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾖｳｼﾝ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 陽進堂 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
0506中止
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273 裸錠(楕円形) 淡赤 無 ﾕﾆｼｱ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ

8mg，5mg(ｱ
ﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとし
て)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

274 KC-274 CPAD KC-274 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳褐/白 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ25 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 25mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 9202中止
274 KN 274 KN274 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｺﾊﾞｸｽ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 小林化工 高脂血症治療剤 1011中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ｸｽ錠)

274 OH 274:8 OH-274 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
OME｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

274 PH 274 PH274 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾀﾅｰﾙ錠 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳血管障害改善剤 9903中止 920710収載
274 T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ

ﾝとして)
大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

274 TBP 274 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東菱薬品工業-ｻﾝﾄﾞ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0607ﾋｰﾄ表記号変更

SANDOZ)追加 東菱薬販
のものとﾋｰﾄ異なる

274 TBP 274 TBP274 5mg 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東菱薬品工業-東菱薬販 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0412中止 ｻﾝﾄﾞのものと
ﾋｰﾄ異なる

274 Th 274 Th274 GS:GS 裸錠 白 無 ｶﾞﾄﾞｾﾘﾝ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
274 Tw 274：20 Tw274 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 東和薬品・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
275 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ
275 NP 275：100 NP-275 100mg 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢NP｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 1006販売休止 050708収

載
275 NS 25 NS25 25:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ﾆﾁﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日新製薬 冠循環改善剤 0912ﾋｰﾄNS25再記載

0308本体ｺｰﾄﾞ化 ﾋｰﾄ記
号削除NS275

275 PH 275 PH275 50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 不整脈治療剤 1003大正薬品工業中止
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

275 PH 275 TO50:PH275 50 Y-TO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

不整脈治療剤 0012中止 960705収載

275 SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

275 SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ・ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)第一三
共と同じﾋｰﾄへ変更 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

275 Sc 275 Sc275 TAB40：40mg 裸錠 白 有 ﾀﾋﾞﾛﾝ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 三和化学研究所 利尿降圧剤 1005中止
275 T M 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ

として)
大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 9807

変更 9712ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

275 TBP 275 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東菱薬品工業-ｻﾝﾄﾞ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0603ﾋｰﾄ表記号変更

SANDOZ)追加 東菱薬販
のものとﾋｰﾄ異なる

275 TBP 275 TBP275 10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東菱薬品工業-東菱薬販 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0412中止 ｻﾝﾄﾞのものと
ﾋｰﾄ異なる

275 Th 275 Th275 TEN50 糖衣錠 淡青 無 ﾃﾝｻｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 循環機能改善剤 92中止
275 E 50 TTS-275 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｱﾍﾞｰｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 高田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(090925ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯ

ﾄ錠50mg｢ﾀｶﾀ｣に変更)
050708収載

275 E 50 TTS-275 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 高田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｱﾍﾞｰｽ錠
50mg)
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275 Tw 275 Tw275 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～灰白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠「ﾄｰﾜ」10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

276 KN:V KN276 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾄﾞﾘﾝF錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 小林化工 循環系作用物質製剤 1011中止
276 KW 276 KW276 25:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 9710製造販売
276 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/

白～淡黄白
(ﾎﾞ:こげ茶2本
帯)

ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲ
ｸﾘﾝ

150mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 03頃ﾋｰﾄ変更，
150mg追加  97ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

276 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 101119収載
276 NS 耳:NS276 裸錠 淡黄褐 有 ｴﾙﾐｵﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日新製薬 抗ｱﾙﾃﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
96中止

276 PH 276 PH276 100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 不整脈治療剤 1003大正薬品工業中止
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

276 PH 276 TO100:PH276 100 Y-
TO100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

不整脈治療剤 0012中止 960705収載

276 SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

276 SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ・ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)第一三
共と同じﾋｰﾄへ変更 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

276 NOV:Sc276 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾉﾋﾞｽﾀｶﾌﾟｾﾙ 三和化学研究所 排尿障害改善剤 9707中止 9608ﾋｰﾄ変更
276 TYK276:TYK276 0．25 裸錠 白 有 ｿﾚﾝﾄﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
睡眠導入剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
276 Th 276 Th276 TEN100:TEN100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾝｻｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管拡張剤 9808中止
276 Tw 276 Tw276 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白～灰白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠「ﾄｰﾜ」20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

276 TZ 276 TZ276 25：25mg TZ276 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg あすか製薬-武田薬品工
業

前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0210ﾋｰﾄ裏記号追加

277 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾙﾋﾞﾝ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 大日本住友製薬 ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系経口血糖降
下剤

1109中止 090324収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾙﾋﾞ
ﾝ錠) 0803剤型変更(前:裸
錠)

277 KN 277 裸錠 白 有 ｳﾙｾﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 小林化工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 00中止 96記号削除
920710収載

277 KW 277 KW277 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠50mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 9710製造販売
277 MSD:277 MSD277:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄 無 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠100mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和

物
100mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

MSD 選択的DPP-4阻害剤，糖
尿病用剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 091211
収載

277 NP 277：5 NP-277 5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg「NP」 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0307販売
277 PH:277 PH277 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾀﾌﾟﾘﾄﾞ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 0903中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
277 Sc277 BRA5：5mg 裸錠 橙 有 ﾌﾞﾗﾝﾁﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 三和化学研究所 昇圧剤 0603中止 0409ﾋｰﾄSP→

PTP
277 TYK277 25 裸錠 白 有 ｳｴﾝﾌﾞﾘｰ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大正薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0707中止 990709収載
277 M F 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0501中止 9807製造元，

一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
277 Th277 HOX:HOX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/無透明 ﾎｸｽﾉｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ製剤 97中止 900713収載
277 TSU277 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 鶴原製薬 不整脈治療剤 0710商品名変更(前:ｼﾞｿﾋﾟ

ﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0209ﾋｰﾄ変更
277 TTS277 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾝｸﾞｽﾀﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 高田製薬-日本化薬 虚血性心疾患･脳血管障

害改善剤
0005頃中止

277 Tw 277 Tw277 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（十字
割線）

白 有 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠1mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg（無水物
として）

東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載

278 FPF-278 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄橙 ﾓﾃﾆｺｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 藤本製薬 微小循環賦活剤 9205中止
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278 KN 278 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾄﾗｽﾀｰ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 小林化工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0203中止 940708収載

278 DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日本医薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9705販売
278 NS 278 NS278 10 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾋﾞｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日新製薬 代謝性強心剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾙﾋﾞｷﾉﾝ錠)
278 PH:278 PH278 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｲﾄﾞS錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 脳循環･代謝改善剤 旧品名(0712迄，新品名:

ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢PH｣) 東
洋ﾌｧﾙﾏｰのｾﾚｲﾄﾞ錠(ﾆｾﾙ
ｺﾞﾘﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

278 PH:278 PH278 5:PH278 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｲﾄﾞ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳循環･代謝改善剤 9806中止 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ
のｾﾚｲﾄﾞS錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ)と
ｺｰﾄﾞ同じ

278 PH:278 PH278 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢PH｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 脳循環･代謝改善剤 0908中止 0712商品名変
更(前:ｾﾚｲﾄﾞS錠) 東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰのｾﾚｲﾄﾞ錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘ
ﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

278 Sc 278 Sc278 PRE5 ：5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5ｍｇ｢三和｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三和化学研究所 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0512商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三研｣)に伴い，
0602本体ｺｰﾄﾞ記載
0305SP→PTP 9706ﾋｰﾄ
変更

278 BHX 裸錠 白 無 ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 旧品名(080620ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼ
ﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

278 Tw 278 Tw278 80mg：80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾚﾄﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
279 AK 279 AK279:0.2mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾘｽﾄﾘｰﾑOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製

薬，武田薬品工業
前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

279 HM279 HM279 5mg：5mg 裸錠(楕円形) 青紫 無 ｱｽﾞﾚﾐｯｸ錠口腔用5mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
(外)

5mg 東洋製薬化成-小野薬品
工業

口腔･咽頭炎症疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾚﾐｯｸ)
0305ﾋｰﾄ5mg追加 9707
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

279 KN 279 裸錠 薄青 有 ﾂﾓﾌﾗｯｸ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾁﾓﾛｰﾙ 5mg 小林化工 β 遮断剤 9509中止 920710収載
279 OHARA OH-279 OH-279 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄

赤
ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg 大原薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0712ｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い（第一三共より)

279 ND 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

279 TSQ 279 裸錠 白 有 ﾀｲｿｷﾉｰﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 9005中止
279 TSU 279 TSU279 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾊﾞｽﾀﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
鶴原製薬 広範囲経口抗菌剤 020705収載

279 Tw 279：0.5 Tw279 0.5mg：0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠0.5mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg（無水
物として）

東和薬品 持続性ACE阻害剤 050708収載

280 KC-280 KC-280 KC-280 9000:9000 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･Pｶﾌﾟｾﾙ9000 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 9000単位 科研製薬 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･P)
0201ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

280 KN 280 KN280 200mg 裸錠 白～帯黄白 有 ｱﾙﾃｸﾘﾝ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林化工 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0001中止 940708収載
280 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄透明 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 5mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9705ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
280 ND 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)

020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

280 TSU 280 TSU280 10mg:10mg 裸錠 白 無 ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 鶴原製薬 消炎･出血抑制酵素剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ10)
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280 T-31 5 TTS-280 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

280 YD 280 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙色 ﾖｳﾌﾗｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 陽進堂 抗悪性腫瘍剤 95中止
281 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･

十二指腸潰瘍等)
0609ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0208ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄに｢1日1回服用｣の記
載有り

281 KN 281 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工 子宮内膜症治療剤 9609中止 920710収載
281 MO 281 MO281:ROM0.625 糖衣錠 淡桃 無 ﾛﾒﾀﾞ0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

281 ｎ 281 裸錠 白 有 ｺﾛﾋﾎﾟﾅﾘﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日医工 昇圧剤 1009中止 0706商品名変
更(前:ｺﾛﾋﾎﾟﾅﾘﾝ錠) 0402
本体刻印追加，ﾋｰﾄ変更

281 NS 耳:NS281 裸錠 白 無 ﾋﾟﾘｼﾞﾒｰﾄ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 日新製薬 動脈硬化治療剤 96中止
281 Sc281 Sc281 SER10:Sc281 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所 経口B型慢性肝炎治療剤 9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 940826収載
281 Sc281 10 Sc281:Sc281 SRC-10

10
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所-山之内

製薬
経口B型慢性肝炎治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9704ﾋｰﾄ

変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940826収載

281 Sc281 Sc281 10mg:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所-ｱｽﾃﾗｽ
製薬

経口B型慢性肝炎治療剤 0504社名変更(合併)

281 T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧品名(061208迄，新:ﾋﾟﾛ
ﾗｸﾄﾝ錠25mg)，旧ﾋｰﾄｺｰ

281 TSU281 30mg:30mg 裸錠 白 無 ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 鶴原製薬 消炎･出血抑制酵素剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ)

281 T-31 10 TTS-281 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

281 YD 281 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ色 ﾖｳｸﾛﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 陽進堂 胆道疾患治療剤 9812中止
281 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか

に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ（0208迄） 921127
収載 ﾋｰﾄに｢1日1回服
用｣の記載有り

282 KN-282 KN 282 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾅﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg（ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として）

小林化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0905中止

282 MO 282 MO282:ROM1.25 MO282 糖衣錠 白 無 ﾛﾒﾀﾞ1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

282 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄透明 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

282 PH282 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾐﾀﾛﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾗｰﾄ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳･末梢血流改善剤 9905中止
282 Th 282 Th282 TOG200:TOG200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄｰｶﾞｽﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ H2受容体拮抗剤 9808中止 95ﾋｰﾄ変更 94

再開 9111中止
282 微粒状軟ｶﾌﾟｾ

ﾙ
淡黄 ｿﾙﾐﾗﾝ ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 1.3g分包 森下仁丹-帝人ﾌｧｰﾏ PH依存崩壊型EPA製剤 旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615

迄)，商品名変更に伴い
(新:ｿﾙﾐﾗﾝ顆粒状ｶﾌﾟｾﾙ
600mg) 0310社名変更
981204収載

282 TSU 282 TSU282 90mg 裸錠 白 無 ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 鶴原製薬 消炎･出血抑制酵素剤 0806商品名変更(前:ｽｶ
ﾉｰｾﾞﾘﾝ90)

282 T-31 15 TTS-282 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

282 YD 282 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡黄 ｱﾋﾟﾛｼﾞｬｽﾄ ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 陽進堂 消炎鎮痛剤 95中止
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282 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか
に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ(0010迄)，旧本体
(0406迄) 921127収載 ﾋｰ
ﾄに｢1日1回服用｣の記載

282 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧本体（0406迄），本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更
0010ﾋｰﾄ変更

283 MO 283 MO283 糖衣錠 淡青 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 持田製薬 循環機能改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠)

283 NS 283 NS283 15mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾏｷｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日新製薬・第一三共ｴｽ
ﾌｧ

気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾙﾏｷｰﾙ錠)

283 PH283 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳血流促進剤 97中止
283 MLD 50mg  MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄

黄褐
ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9804
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9407収載

283 Th283 TOG400:TOG400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄｰｶﾞｽﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ H2受容体拮抗剤 9704中止 940708収載
283 TJN 283:SPR 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 持続性気管支拡張剤･腹

圧性尿失禁治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠)

283 TYK B-5 TYK283 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞｲﾆﾛｰﾄﾞ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗剤
283 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾖｳﾌｪﾅﾑｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 陽進堂 鎮痛･消炎･解熱剤 0809中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ﾖｳ
ﾌｪﾅﾑ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)

283 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄黄 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0611頃ﾋｰﾄ若干変更(表
裏30削除等) 0406本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更

283 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄黄 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0611頃ﾋｰﾄ若干変更(表
裏30削除等) 0406本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更

284 KN 284 KN284 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐｯｸｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 小林化工 止瀉剤 0806商品名変更(前:ﾛﾍﾟ
ﾐｯｸｶﾌﾟｾﾙ)

284 MO 284 MO284 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 持田製薬 循環機能改善剤 9707ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

284 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/肌 ｺﾚﾝﾌﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日医工 膵胆道･尿路系鎮痙剤 旧品名(081219ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg｢日医工｣に
変更)

284 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/肌 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg｢
日医工｣

ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日医工 膵胆道･尿路系鎮痙剤 1010中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾚﾝ
ﾌﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ)

284 SW-284 200:200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾙﾅｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 沢井製薬 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾅｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄSW-284裏→表等

284 MLD 100mg  MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

284 TYK B-10 TYK284 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲﾆﾛｰﾄﾞ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗剤
284 YD284 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 陽進堂 強心剤 0211中止
285 285 糖衣錠 白 無 ｺﾛﾈｰﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 日本医薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9106中止
285 FPF 285 FPF 285 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾐﾝﾅ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 藤本製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9412中止 920710収載

285 KC-285 CBF KC-285 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾍﾞﾝﾌﾗﾝ 塩酸ﾍﾞﾌﾉﾛｰﾙ 10mg 科研製薬 狭心症･不整脈治療剤 9202中止
285 KN 285 KN285 裸錠 白 有 ﾅﾄﾞﾙ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 小林化工 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
中止 940708収載

285 Sc 285 Sc285 5mg ELL5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｴﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤 0312ﾋｰﾄ変更 980710収
285 P D 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 高血圧・狭心症・頻脈治

療剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 98ﾋｰ
ﾄ変更，裏一般名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 8109収載
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285 TTS 285 TTS-285 5mg:5mg 裸錠 白 有 ｲｽﾊｰﾄ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 高田製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｽﾊｰﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 0310社名
変更

286 h-286 裸錠 緑 無 ﾎｴﾌｨﾘﾝ錠 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

消化性潰瘍治療剤 9102中止

286 KN:50 KN286 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾄﾞﾘﾝF錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 小林化工 循環系作用物質製剤 1011中止
286 NS 286 NS286 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙﾍﾟﾃｨｯｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 日新製薬 切迫流･早産治療剤 1004ﾋｰﾄ表NS286再記載

0812商品名変更(前:ｳﾙﾍﾟ
ﾃｨｯｸ錠)

286 PH286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｰﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗潰瘍･精神用剤 0705中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

286 ｔ286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｽｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 旧品名(080620ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞ
ﾘﾝｸｴﾝ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ30mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更)

286 ｔ286  ｔ286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝｸｴﾝ酸塩ｶﾌﾟ
ｾﾙ30mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 1004中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｽ
ｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ)

286 TYK 286 TYK286 糖衣錠 白 無 ﾚﾏﾙｸ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 990709収載
286 YD286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾖｳﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂 精神安定･抗潰瘍剤 1005中止 090925収載(商

品名変更に伴い，前:ﾖｳﾏ
ﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣) 日医工と
ﾋｰﾄ異なる

286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾖｳﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂-日医工 精神安定･抗潰瘍剤 1005中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾖｳﾏ
ﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)，ﾋｰﾄ表
50mg追加 陽進堂とﾋｰﾄ

287 287 裸錠 白 有 ｺﾚﾘﾎﾝ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 日本医薬品工業 脂質代謝･末梢血行改善
剤

89中止

287 KN･287 KN 287 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ｵﾙｿﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 小林化工 不整脈治療剤 0706中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

287 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微橙黄/白半
透明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 20mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

287 PTL 287 糖衣錠 黄 無 ﾍﾟﾝﾀﾌｨﾗﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 微小循環改善剤 9001中止 薬価削除
287 SW SW-287:SW-TO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ

ﾙ形)
白 無 ﾄﾛﾝｺｰﾙ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 沢井製薬 合成抗菌剤 90中止

287 5mg  TTS 287 5:TTS-287 5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 高田製薬 本態性高血圧症治療剤 1004ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前：塩野義製薬)

287 YD 287 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙色 ﾖｳﾌｪﾘﾝ250 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 陽進堂 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
熱鎮剤

0102中止

288 KN 288 KN288 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾀｰﾅ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ
剤配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾚｽﾀｰﾅ錠)

288 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

288 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅/白半透
明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

288 PH288 100 PH288 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾌｧﾙｺﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

288 TLD 100mg  TLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐ
ﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg「ﾀｲﾖｰ」)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0209頃本体
ｺｰﾄﾞ化

288 15mg  TTS 288 15:TTS-288 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 高田製薬 本態性高血圧症治療剤 1004ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前：塩野義製薬)
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288 YD288 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾖｳﾌｧﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 陽進堂 胃炎･消化性潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾌｧﾅｰﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣)

289 HD 289 HD-289 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾋｼﾃﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 菱山製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 0010中止 9910再発売
9810中止 980710収載

289 糖衣錠 微黄赤～帯
黄赤

無 ﾃﾞﾀﾄｼﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 0.5mg 小林化工 血管緊張緩和･血圧降下
剤

0403中止 940708収載

289 NS 289 NS289 60：NS289 徐放性錠 白 有 ﾐｵｶﾙｼﾞｰ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 日新製薬 抗ｶﾙｼｳﾑ性冠血管拡張
剤

05頃本体ｺｰﾄﾞ追加，割線
無→有

289 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青紫/白半透
明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

289 PH289 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾆﾌﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 高血圧･狭心症治療剤 0204中止
289 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/褐 ｱｴﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･高脂質血

症改善剤
0807中止

289 YD289 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ(陽進) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 陽進堂 Ca拮抗剤 0506中止

290 HD 290 HD-290 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾋｼﾛﾐﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0404ﾋｰﾄ変更 0304社名
変更（前：菱山製薬）
980710収載

290 HF290A1 糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾘｻﾞﾉｰﾙ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 陽進堂 自律神経賦活剤 95中止
290 NS 290 NS290 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NS｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日新製薬･科研製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
290 Sc 290 Sc290 10mg ELL10：

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤 03頃ﾋｰﾄ変更（Sc290裏

から表，裏商品名記載）
980710収載

290 IN 20 裸錠 白 無 ｱｲｽﾗｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 狭心症治療用ISMN製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0710迄)
290 T 290 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾛﾝ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬

品
粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0304大正富山医薬品販
売 0207ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

290 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾙﾀ錠0.1 ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg 武田薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

291 HD 291 HD HD-291 10:HD-291
10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾋｼﾛﾐﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 0304社名
変更（前：菱山製薬）
980710収載

291 HD 291 HD-291 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾋｼﾛﾐﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤（高血圧
症，狭心症）

0307ﾋｰﾄ変更

291 KN 291 KN291 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾙﾅ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 小林化工・ﾏｲﾗﾝ製薬，全
星薬品

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

291 糖衣錠 青緑 無 ｺﾊﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本医薬品工業 抗不安剤 9207中止
291 Sc 291 Sc291 PIL-25:25mg 錠剤(楕円形) 淡橙 有 ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩錠

25mg｢三和｣
塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 三和化学研究所 不整脈治療剤 070706収載

291 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg「ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学
研究所

気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｾﾗﾑ錠)，
に伴いﾋｰﾄ表15mg追加

291 T291 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾛﾝ50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大正製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9503中止
291 TYK291:TYK291 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾉﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 大正薬品工業 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0707中止
291 T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9703

ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
291 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学

研究所，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg「ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0406ﾋｰﾄ変更

291 Tw 291 Tw291 60mg:60mg 裸錠(徐放性) 白 有 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 東和薬品 Ca拮抗剤 091113収載
291 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ｾﾙﾀ錠0.15 ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg 武田薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

292 KN 292 KN292 25mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾙﾅ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 小林化工・ﾏｲﾗﾝ製薬，全
星薬品

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)
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292 Sc 292 Sc292 PIL-50:50mg 錠剤(楕円形) 白 有 ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩錠
50mg｢三和｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 三和化学研究所 不整脈治療剤 070706収載

292 BX 5 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

292 T292 100
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0304大正富山医薬品販
売 0112ﾋｰﾄ裏変更（記号
削除等) 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾛﾝ100)

292 TSU 292 TSU292 125mg:125mg 裸錠 白 無 ｽｰﾙｷｯﾄ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 鶴原製薬 筋緊張性疼痛性疾患治
療剤

1011本体ｺｰﾄﾞ追加

293 K N:293 KN293 5mg 裸錠 白 有 ｺﾊﾞｲﾝﾀｰ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 小林化工・全星薬品 狭心症治療剤 0707頃中止
293 BX 10 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)

020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

293 TSU 293 TSU293 250mg:250mg 裸錠 白 無 ｽｰﾙｷｯﾄ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 鶴原製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
293 L 300 TYK293:TYK293 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾝﾀｰﾙL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大正薬品工業 持続性脳微小循環改善

剤
9904中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

293 裸錠(楕円形) 極薄黄 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

4mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

294 KN 294 KN294 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 小林化工 脳循環･代謝改善剤 9701中止 960705収載
294 NS294 糖衣錠 黄 無 ﾎｰﾋﾞｯｸ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日新製薬 微小循環改善剤 93中止
294 L I 裸錠 白 有 ﾘｼﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物

として)
大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続型ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0408
頃ﾋｰﾄ変更(10mg削除他)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

294 裸錠(楕円形) 極薄紅 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

8mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

295 KN 295 KN295 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾊﾞﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 小林化工 消化管運動改善剤 0706中止 ﾋｰﾄ10mg再記
載，商品名表→裏
960705収載

295 NS295 裸錠 白 無 ﾐｵｶﾙｼﾞｰ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日新製薬 抗ｶﾙｼｳﾑ性冠血管拡張 0212中止
295 SW-295 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅﾎﾟﾝ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 沢井製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗悪性腫瘍剤 98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-

LP50)削除
295 TYK295 裸錠 白 有 ｵﾌﾋﾞｯﾄ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載

295 EN 裸錠 薄桃 無 ﾚﾘｰﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 0406
頃ﾋｰﾄ変更(表2.5mg削除
他) 0201ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

295 TSU 295 TSU295 100mg：100mg 裸錠 黄 有 ｽｶﾉｰﾘﾝ錠 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 鶴原製薬 消炎鎮痛剤 0808中止
295 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠2 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 2mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受

容体拮抗剤
0207ﾋｰﾄ表2追加，裏ｶﾀｶ
ﾅ記載

296 CH 296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆﾄﾗｰﾙ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 長生堂製薬 胃潰瘍治療剤 0809中止
296 KN 296 KN296 裸錠 白 無 ｺﾊﾞﾚﾉｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 小林化工 前立腺肥大症治療剤 98ﾋｰﾄ変更(25mg削除)，

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

296 KP 296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧本体（0402頃まで），本
体商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
0208ﾋｰﾄ裏変更 9612ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ

296 ｱﾌﾟﾚｰｽ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
296 NS296 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｸﾞﾘﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 日新製薬 組織修復性抗潰瘍剤
296 SW-296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅﾎﾟﾝ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 沢井製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗悪性腫瘍剤 98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-

LP100)削除
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296 EN 5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾘｰﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0208
ﾋｰﾄ変更 000707収載

296 TSU296 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾌｪﾝ錠100mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 100mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 10中止 920710収載
296 裸錠 白～帯黄白 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 4mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受

容体拮抗剤
0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏4
削除等) 0207ﾋｰﾄ表4追
加等

297 KN 297 KN297 1mg 裸錠 白 無 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0203中止 960705収載

297 n 297 裸錠 白 有 ｺﾌﾉｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ
ｲﾄﾞ､吉富薬品

気道潤滑去痰剤 0202中止 930909販売

297 n 297 裸錠 白 有 ｺﾌﾉｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日医工 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾌﾉｰﾙ錠)

297 NS297 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾍﾞﾙｺｰﾅｿﾌﾄ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日新製薬 高脂血改善･抗動脈硬化
剤

0501中止

297 L T 徐放錠 白 有 ﾃﾙﾀﾞﾝL錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

297 裸錠 極薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 8mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏8
削除等) 0207ﾋｰﾄ表8追
加等

298 KN 298 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706中止 960705収載

298 n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 970711収載 日医工のｺﾘ
ﾈｰﾙL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

298 n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

298 NS 298 NS298 5:5mg 裸錠 白 有 ｼﾙﾋﾞﾉｰﾙ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 日新製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，第一三共ｴｽﾌｧ

狭心症治療剤 0306本体ｺｰﾄﾞ化

298 PH 298 PH298 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ｶﾞｽﾄﾞｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 020705収載

298 裸錠 薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠12 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 12mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表12追加等
990507収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

299 KN 299 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706中止 960705収載

299 n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 日医工のｺﾘﾈｰﾙL錠
20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

299 n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

299 NS 耳:NS299 糖衣錠 白 無 ﾏﾘｼｰｽﾞ腸溶錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 日新製薬 脳血流障害改善剤 96中止
299 PH 299 PH299 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ｶﾞｽﾄﾞｯｸ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ) 020705収載
299 SW-299 裸錠 白 無 ｱﾄﾞﾊﾟﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg（ﾀﾓｷｼ

ﾌｪﾝとして）
沢井製薬 抗乳癌剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾄﾞﾊﾟﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98～99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AD)削除

299 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS錠 大洋薬品工業-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ､吉富薬品

前立腺肥大症治療剤 0203中止 980710収載

299 t 299 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS配合錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｻﾒｯﾄS錠)

299 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 脳循環･代謝改善剤 9903中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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300 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 0310本体ｺｰﾄﾞ位置変更
（両面→片面一括） 0302
ﾋｰﾄM・300削除，300mg
追加

300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｱﾃﾛﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg あすか製薬-武田薬品工
業

EPA製剤 0804ﾋｰﾄ表300mg追加
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

300 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｺｻｴｰﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0012中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｲｺﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 前田薬品工業-大正富山
医薬品

EPA製剤 0706中止，承継に伴い
(日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸへ) 0307ｺｰ

大正富山医薬品販売
300 JG F03 300:300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄透明 ｲｺﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ EPA製剤 0711発売，承継に伴い

(前田薬品工業より)
300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄澄明 ｴﾅｾﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸製剤 0604頃中止 0212ﾋｰﾄ変

更 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

300 KYO261 300mg：300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾒﾗﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 京都薬品工業-協和発酵
ｷﾘﾝ

EPA製剤 0810販売元社名変更，合
併に伴い(前:協和発酵工
業)

300 NPI 219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本医薬品工業 持続性脳微小循環改善 99中止 980710収載
300 307AV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力

価）
ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 0512中止 031212収載

300 TTS-330 300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｼｰﾚｰﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 高田製薬 EPA製剤 03頃中止 980710収載

300 Tw406 300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(ｵｰﾊﾞ
ﾙ形)

淡黄透明 ｼｽﾚｺﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東和薬品 EPA製剤 980710収載

300 NR450 NR450：300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

白 無 ｾﾞﾛｰﾀﾞ錠300 ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ 300mg 中外製薬 抗悪性腫瘍剤（手術不能
又は再発乳癌）

0911ﾋｰﾄ若干変更(裏
NR450削除等) 030606収
載

300 TSU344 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾌｪﾘﾝL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 鶴原製薬 持続性脳微小循環改善 9909中止 980710収載
300 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾉﾝｿﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0210販売，承継（日建ﾒ

ﾃﾞｨｶﾙより）
300 GILEAD 4331：300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄青 無 ﾋﾞﾘｱｰﾄﾞ錠300 ﾌﾏﾙ酸ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛ

ｷｼﾙ
300mg 日本たばこ産業-鳥居薬

品
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 040402収載

300 YO MG5 YO MG5 300mg:YO MG5
300mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠300mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 300mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 080704収載

300 HT8S 300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ﾔﾄﾘｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 堀田薬品合成 EPA製剤 0003中止 980710収載

300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｼﾎﾞﾝ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 富山化学工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9804中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

300 BCC300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ﾋﾞｵｴﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg ﾊﾞｲｵﾁﾊﾞ EPA製剤 0012中止 980710収載

300 BM 300 BM300 Eg･1.25 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 日本ﾛｼｭ 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9901まで) 9808会
社統合に伴い承継

300 BM 300 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 中外製薬 経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0601頃迄) 0310販
売変更（山之内→中外）
0210製造元変更（前：日
本ﾛｼｭ） 0202ﾋｰﾄ変更
9901ﾋｰﾄ変更

300 BM 300 BM300 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 中外製薬 経口血糖降下剤 0601頃ﾋｰﾄ変更
300 裸錠 白 無 ｱﾆﾙｰﾒ錠300mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 300mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
解熱鎮痛剤 050708収載

300 DESTROMYDE300mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｽﾄﾛﾏｲﾄﾞ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 進化製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9310中止
300 耳:DEXPEPE-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｷｽﾍﾟﾍﾟ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 東邦新薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 中止
300 FPF-248 耳:DSS-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 DSS錠300(ﾌｼﾞﾓﾄ) ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 藤本製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9207中止
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300 307AV
307AV 300

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄) 三共と
ﾋｰﾄ異なる 0504社名変
更(合併)

300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄澄明 ﾊﾟｰｼﾞｪﾘｰｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 富士製薬工業 EPA製剤 0012中止 980710収載

300 IN 300 FJIN300：300mg 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ腟錠300mg 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ

300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠300mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 300mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 9604中止

300 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ﾊﾟﾗﾐﾁﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg ﾌﾞｺﾛｰﾑ 300mg あすか製薬-武田薬品工
業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･痛風
治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:300mgﾊﾟﾗﾐﾁﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0711ﾋｰﾄ表
300mg追加

300 GPN 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠300mg ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ 300mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗てんかん剤 060915収載
300 GX 103 GX103 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠300 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 300mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 0609中止 98ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠300 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

150mg，
150mg

大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

300 IN 300 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV300 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg 富士製薬工業 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9511変

300 IN 300 FJIN300：300mg 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ腟錠300mg 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ

300 THEO-SLOW 100 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠100) 共和とﾋｰﾄ異な
る

300 THEO-SLOW 100 100:KW300 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｵｽﾛｰ錠100)
ｾﾞﾘｱとﾋｰﾄ異なる

300 L 300 TYK293:TYK293 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾝﾀｰﾙL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大正薬品工業 持続性脳微小循環改善
剤

9904中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

300 L 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀﾌｨﾗﾝL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大洋薬品工業 持続性脳微小循環改善 9905中止 960705収載
300 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ

ﾄ
白 無 MDSｺｰﾜ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 0310本体ｺｰﾄﾞ位置変更

（両面→片面一括） 0302
ﾋｰﾄM・300削除，300mg
追加

300 KY01  KY01 MCC300万単位 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ300万単
位

ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

300万単位 ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

300 TMC114:300MG ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

橙 無 ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀ錠300mg ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加
物

300mg(ﾀﾞﾙﾅ
ﾋﾞﾙとして)

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 071130収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

300 MPI 300 MPI 300 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ｸﾘｰﾑ ｽﾋﾟﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 三井製薬工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9403中止
300 糖衣錠 橙赤 無 ｺﾛﾅﾓｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日本医薬品工業 冠循環改善剤 0004中止
300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡黄透明 ﾍﾟｵﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日清ﾌｧﾙﾏ-塩野義製薬 EPA製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0511迄)，0504製

造販売元変更(塩野義ヘ)
0211ﾋｰﾄ裏変更 0107製
造元社名変更(前:日清製

300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄透明 ﾍﾟｵﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 塩野義製薬 EPA製剤 0804中止 0511ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更，製造販売元承継に
伴い(前:日清ﾌｧﾙﾏ)

300 SW-687:SW-DEX300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｷｽﾙ300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 沢井製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 90中止
300 TA302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾅｲｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 300mg 田辺三菱製薬 鎮痛・抗炎症剤 0905中止 0710社名変更

（前：田辺製薬） 050610
収載，品名変更に伴い
(前：ﾅｲｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ)
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300 ATC ATC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾝﾀｰﾙ300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 持続性脳微小循環改善
剤

9909中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ変更

300 TTS 300 TTS-300 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾀｶﾅﾙﾐﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 高田製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
300 Tu GD-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾞﾝﾄﾞﾝ錠｢300｣ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 辰巳化学 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9309中止
300 Tu-RM 300 Tu RM-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾘﾒｽﾝ錠300mg ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 辰巳化学 持続性脳微小循環改善 9909中止 970711収載
300 Tw 300:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｽﾌﾟｼﾞﾝ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
300 Tw.DS300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾑｽﾄﾗﾝ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 東和薬品 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 92中止
300 Y-EOK300 300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄 EPAｴﾁﾙｶﾌﾟｾﾙOK300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大蔵製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉

富薬品
EPA製剤 0112中止 980710収載

ﾋｰﾄ表商品名記載
300 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｵﾐﾝ2mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg 山之内製薬 精神安定剤 0311中止 0211ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
301 301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾙﾀｰｾﾞﾝ 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ 100mg 松浦薬業 止瀉剤 0212中止 940708収載
301 CG 301 25mg：25mg CG301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠)
301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠125mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 第一三共 不整脈治療剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬) 97ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
301 DK301 DK301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄

褐
ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾀﾞｲﾄ 不整脈治療剤 9906中止(日本医薬品工

業に承継) 940708収載
301 糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ﾁｮｺﾗA錠1万単位 ﾋﾞﾀﾐﾝA油 10000ﾋﾞﾀﾐﾝA

単位
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝA製剤 0701ﾋｰﾄ記号変更(表1万

単位追加，裏10mg->1万
単位)，商品名変更に伴

301 FY 301 FY301 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟｼﾗﾎﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 富士薬品 骨粗鬆症治療剤 中止 960705収載
301 裸錠 白 無 ｱｸﾃﾞｨｰﾑ10 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 酵素製剤 9309中止
301 JK 301 JK301 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 無 ｱｾﾅﾘﾝ錠 ｼｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-協和発酵工

業
消化管運動賦活調整剤 0403薬価削除（00出荷停

止） 0201製造元社名変
更 9606ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

301 KN 301 KN301 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75｢KN｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

小林化工･全星薬品 H2受容体拮抗剤 0911発売

301 M 301 M301 2.5mg:M301 2.5mg 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 081107収載

301 MED 301：5 MED-301 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾊﾞﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

040709収載

301 MF 301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9708本
体，ﾋｰﾄ変更

301 N301 81mg 裸錠 淡橙 無 ｱｽﾌｧﾈｰﾄ錠81mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 中北薬品 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(01頃迄) 001124
収載

301 N N301 81mg 裸錠 淡橙 無 ｱｽﾌｧﾈｰﾄ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 中北薬品 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾌｧﾈｰﾄ錠
81mg)

301 n 301 糖衣錠 橙赤 無 ｺﾛﾅﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日医工 冠循環改善剤 04本体ｺｰﾄﾞ追加
301 NOM 301:0.25 NOM301:0.25μ g 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日清製油 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9706

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
301 OH 301 OH-301 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵｰﾊﾗｷｼﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大原薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
301 μ g：2.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(卵形) 淡黄半透明 ﾛﾉｯｸｶﾌﾟｾﾙ2.5μ g ｵﾙﾉﾌﾟﾛｽﾁﾙ 2.5μ g 小野薬品工業 胃潰瘍治療剤 0703中止 051216収載(商

品名変更に伴い，前:ﾛﾉｯ
ｸｶﾌﾟｾﾙ) 0302ﾋｰﾄ2.5μ g

301 PH301 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠｢ﾐﾀ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 止血剤 0609中止
301 ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

白
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

301 ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで) 9704
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

301
SIOE 100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠ｼｵｴ100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ｼｵｴ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0504ﾋｰﾄ変更
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301 S 301 S301 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾐｱ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

301 Sc301 JA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾞｵｴｰｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 9409中止
301 S H 100mg SH301 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｼｮｰ

ﾜ｣
ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 昭和薬品化工 高尿酸血症治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ
錠)，ﾋｰﾄ表記号(100mg)

301
250mcg

糖衣錠 白～黄み白 無 ﾌﾚｽﾐﾝS糖衣錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 清水製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0203中止

301 SW-301 SW-AMP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250｢ｻﾜｲ｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
301 TA TA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 田辺三菱製薬 鎮痙･鎮痛剤 0710社名変更（前：田辺

製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｾｽﾃﾞ

301 TBP301 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ﾚｵﾋﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0707中止 940708収載

301 TC 301 TC301 裸錠 橙黄 無 ﾘﾎﾞﾗｸﾄ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 大鵬薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9201中止
301 TKS 301 TKS301 裸錠 白 無 ﾍﾙﾊﾟ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
抗悪性腫瘍剤 9604中止

301 TSU 301 TSU301 2mg:2mg 裸錠 白 有 ｾｴﾙｶﾑ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 鶴原製薬 抗不安剤 9401本体ｺｰﾄﾞ化
301 TTS 301 TTS-301 100mg 裸錠 白～微帯黄

白
有 ﾀｶﾅﾙﾐﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 高田製薬 高尿酸血症治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀｶﾅﾙﾐﾝ錠)
301 Tu 301 Tu301 50：Tu301 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50「ﾀﾂﾐ」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 辰巳化学 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

050708収載
301 Tｗ 301 Tw301 50mg 糖衣錠 白 無 ｵﾙﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 自律神経賦活剤 0302頃本体ｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ変更
301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾅﾊﾟｼﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 全薬工業 脳循環代謝改善剤 98中止 900713収載
301 ﾒﾄﾚｰﾄ：2 mg 裸錠（長円形） 淡黄 有 ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤

040709収載
301 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｵﾐﾝ4mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg 山之内製薬 精神安定剤 0311中止 0304ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
301 腸溶性糖衣 白 無 ｾﾞｵﾁﾝ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 粘膜疾患治療･去痰剤 030704収載(品名変更

前：ｾﾞｵﾁﾝ錠)
302 OH 302 OH-302 50mg:OH-302

50mg
裸錠 白 無 ｸﾞﾛﾝﾄ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大原薬品工業 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
302 ATP-20 302 糖衣錠 赤 無 ATP錠20mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 9002中止 薬価削除
302 BM 302 BM302:BM302 Eg･2.5 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本ﾛｼｭ 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9808会

社統合に伴い承継
302 BM 302 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 中外製薬 経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0511頃迄) 0310販

売変更（山之内→中外）
0210製造元変更（前：日
本ﾛｼｭ） 0202ﾋｰﾄ変更
9812ﾋｰﾄ変更

302 BM 302 BM302 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 中外製薬 経口血糖降下剤 0511頃ﾋｰﾄ変更
302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠250mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 250mg 第一三共 不整脈治療剤

に伴い，前:第一製薬)
302 DK302 DK302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾀﾞｲﾄ 不整脈治療剤 9906中止(日本医薬品工

業に承継) 940708収載
302 糖衣錠 橙 無 ﾕﾍﾞﾗ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾕﾍﾞﾗ錠)，ﾋｰﾄ
表50mg追加

302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠50mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

302 FY302 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄透明 ｱﾙﾌｧﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 富士薬品 EPA製剤 03頃中止 980710収載
302 裸錠 白 無 ｱｸﾃﾞｨｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg あすか製薬-武田薬品工

業
酵素製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｸﾃﾞｨｰﾑ30)
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

302 JP302  JP302 JP302 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 止瀉剤 0811ｺｰﾄﾞ変更
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302 MED 302：10 MED-302 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾛﾊﾞﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

040709収載

302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｸﾞﾘｺﾗﾝ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 日本新薬 経口糖尿病用剤 0801剤型変更(前:裸錠)
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘｺﾗﾝ錠)
0407製剤小型化

302 糖衣錠 白 無 ｺﾌﾀｰｼﾞｽ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 日本医薬品工業 去痰･粘膜正常化剤 9106中止
302 NOM 302:0.5 NOM302:0.5μ g 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日清製油 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9706

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾊﾟｽﾓﾘｰﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 大日本製薬 膵･胆道系鎮痙剤 9603中止
302 PH 302 PH302：40mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾙﾘﾝﾄﾞ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ｽﾙﾎﾆﾙ尿素系血糖降下 0609中止 940708収載
302 302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9408本体刻印
302 ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

褐
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)

302 ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005まで) 9707
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾌｽﾞﾚﾝK錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 徐放性ｶﾘｳﾑ剤 1010中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｴﾌ
ｽﾞﾚﾝK錠)

302 Sc 302 JEO5 糖衣錠 橙赤 無 ｾﾞｵｴｰｽ錠 ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 5mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 9612中止
302

500mcg
糖衣錠 白～黄み白 無 ﾌﾚｽﾐﾝS糖衣錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 清水製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0211中止

302 302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 0911中止
302 TA302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾅｲｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 300mg 田辺三菱製薬 鎮痛・抗炎症剤 0905中止 0710社名変更

（前：田辺製薬） 050610
収載，品名変更に伴い
(前：ﾅｲｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ)

302 TBP302 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡紅 ﾚｵﾋﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0707中止 940708収載

302 TC 302 TC302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤淡黄赤 無 ﾌﾗｯﾄﾞ錠-5 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 大鵬薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9206中止
302 TSU 302 TSU302 5mg 裸錠 黄 有 ｾｴﾙｶﾑ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 鶴原製薬 抗不安剤 02頃本体ｺｰﾄﾞ追加
302 Tw 302 Tw302 25mg 糖衣錠 白 無 ﾄｽﾍﾟﾗｰﾙ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 東和薬品 抗めまい剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｽﾍﾟﾗｰﾙ錠)
302 ZNC 302:80 ZNC302:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｿﾃﾞｯｸｽ錠80mg ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 前立腺癌治療剤 0903ﾋｰﾄ若干変更

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｿﾃﾞｯｸｽ錠)

302 裸錠 黄～淡褐黄 有 ﾊｲﾎﾞﾝ錠40mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾊｲﾎﾞﾝ錠

302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 大日本住友製薬 鎮痛･解熱･抗炎症剤 020705収載(商品名変更
前:ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP)，ﾋｰﾄ商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

302 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｵﾐﾝ8mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg 山之内製薬 精神安定剤 9301中止
303 303 ATP-30 303:ATP-30 303 糖衣錠 赤 無 ATP錠30mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
30mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ

変更 95本体ｺｰﾄﾞ化
303 BMS 303  BMS 303 BMS303 500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯青緑/帯紫

赤
ﾊｲﾄﾞﾚｱｶﾌﾟｾﾙ500mg ﾋﾄﾞﾛｷｼｶﾙﾊﾞﾐﾄﾞ 500mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 9506瓶->PTPに変更

920828収載
303 DK 303 DK303 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃｿﾞｰﾙ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ 切迫流･早産治療剤 0008中止 940708収載
303 M 303 M303 5mg:M303 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾏｲ

ﾗﾝ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

080201収載(商品名変
更，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠
5mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

303 ｎ 303 糖衣錠 白 無 ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 Ca拮抗性降圧剤 091113収載
303 裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日本新薬 消炎酵素剤 050610収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠)
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303 NOM 303:1.0 NOM303:1.0μ g 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日清製油 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9706
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

303 OH 303 OH-303 100mg:OH-303
100mg

裸錠 白 無 ｸﾞﾛﾝﾄ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大原薬品工業 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

303 PH303：20mg 裸錠 橙黄 有 ﾐﾀﾝB2錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

303 Sc 303 Sc303 JA15:15mg 糖衣錠 白 無 ｾﾞｵｴｰｽ錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

303 SH 303 SH 303 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｼｮｰﾜ｣30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 昭和薬品化工 消炎酵素剤 0301中止 9711ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

303 SW SW-303:SW-MIZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡紅白 無 ﾐｽﾞﾃｯｸ錠50 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 98中止
303 303 糖衣錠(腸溶 赤 無 ATP錠30mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 0707中止
303 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｱﾃﾞﾏｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 旭化成 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
303 TA303

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 田辺三菱製薬 持続性Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺

製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ﾍﾙﾍﾞｯ
ｻｰR100) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄは

303 TC 303 TC303 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤淡黄赤 無 ﾌﾗｯﾄﾞ錠-10 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 大鵬薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9206中止
303 f:10 SD:TKS303 裸錠 白 無 ｼｰﾃﾞﾘﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 帝国化学産業-杏林製薬 乳癌治療剤 9903中止 900713収載
303 TSU 303 TSU303 10mg：10mg 裸錠 青 有 ｾｴﾙｶﾑ錠10 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 鶴原製薬 抗不安剤
303 Tｗ 303 Tｗ303 50mg 糖衣錠 橙 無 ﾊﾞﾅｰﾙ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞﾅｰﾙE50)
303 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 摩耶堂製薬 合成抗菌製剤 0108中止 990709収載
303 37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 大日本住友製薬 鎮痛･解熱･抗炎症剤 020705収載(商品名変更

前:ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP)，商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

304 BMS 304 25 BMS304 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞS25)

304 CG 304 BZ:CG 304 BZ 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾀｿﾞﾘｼﾞﾝ錠｢100mg｣ ﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ ﾘｳﾏﾁ治療剤 9505中止
304 裸錠 白 有 ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠10mg 塩酸ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ 10mg 第一三共 脳･末梢血行動態改善

剤，子宮鎮痙剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠)

304 DK 304 DK304 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾚﾘｰｽ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ﾀﾞｲﾄ－あすか製薬，武田
薬品工業

慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾚﾘｰｽ錠)，
ﾋｰﾄ表3mg追加

304 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｸﾃﾞｨｰﾑｶﾌﾟｾﾙ90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg あすか製薬-武田薬品工
業

酵素製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｸﾃﾞｨｰﾑ90)
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

304 HD-304 裸錠 白 有 ﾏｶｼｰA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧本体，ｺｰﾄﾞ（0406迄）
0304社名変更（前：菱山
製薬）

304 HD 304 HD-304 裸錠 白 有 ﾏｶｼｰA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧品名(0507迄)

304 HD 304 HD-304 25mg:25mg 裸錠 白 有 ﾏｶｼｰA錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0507品名変更（前：ﾏｶｼｰ
A錠)，ﾋｰﾄ変更

304 KN304 10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 小林化工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0002中止 98ﾋｰﾄ(10mg)
追加 94ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化

304 M 304 M304 10mg:M304 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

080201収載(商品名変
更，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠
10mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

304 裸錠 白 無 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日本医薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9304中止
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304 裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(30mg) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日本新薬 消炎酵素剤 0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏
商品名記載 9702ﾋｰﾄ記
号削除

304 NOM 304 NOM304:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｱｲﾛﾑ製薬 切迫流･早産治療剤 0604製造販売会社社名
変更(前:小林製薬工業)
0004製造元変更(日清製

304 OH 304 OH-304 20μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾙﾗｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大原薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

304 PH 304 PH304：30mg 裸錠 白 無 ﾐﾀﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消炎酵素剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

304 B L 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9802
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

304 TA304
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 田辺三菱製薬 持続性Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ﾍﾙﾍﾞｯ
ｻｰR200)

304 Tw 304 Tw304 25mg 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵﾄｰﾜ錠25mg ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして）

東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｵﾄｰﾜ錠)
0804色変更(前:黄)

305 305 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｺﾘﾈｰﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本医薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 91中止
305 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg 日医工 徐放性鉄剤 旧品名(090925規格単位

が鉄100ｍｇに変更された
ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100ｍｇに変

305 BMS 305 50 BMS305 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞS50)

305 CG305  CG305 VOL SR 37.5mg：
SR37.5mg CG 305

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 同仁医薬化工-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

徐放性鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟ
ｾﾙ)

305 DK 305 DK305 裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨｿ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾀﾞｲﾄ 自律神経調整剤 9805中止 940708収載
305 HC 305 裸錠 白 有 ｸﾚﾄﾆﾝ錠2 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 北陸製薬 降圧利尿剤 9710中止 9704ﾋｰﾄ変更
305 KH 305 KH305 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ 消化管運動改善剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)

305 KN305 30mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 小林化工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 96ｺｰﾄﾞ化
305 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠5 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1103中止
305 KP 305 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 気管支喘息，脳血管障害

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(0306迄) ，本体商
品名記載，ｺｰﾄﾞ削除

305 ｹﾀｽ 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害剤，
脳血管障害･気管支喘息
改善剤

0609頃ﾋｰﾄ裏記号変更

305 MPI 305 MPI305:100mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0707迄)，承継に
伴い(ﾒﾃﾞｨｻ新薬へ) 0202
ﾋｰﾄ記号再記載 98ﾋｰﾄ記
号(MPI305)削除等

305 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医
工｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

305 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄緑/ｸﾘｰﾑ ﾍｷｻﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 日本新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍｷｻﾄﾛﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，
裏商品名記載 9611ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ削除

305 NOM 305:50 NOM305:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｷｼﾚｰﾄ錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ｱｲﾛﾑ製薬･三和化学研
究所

不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0604製造販売会社社名
変更(前:小林製薬工業)
0004製造元変更(前:日清

305 OH 305:OH 305 OH-305 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｵｰ
ﾊﾗ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大原薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 1103ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ中止
090515収載
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305 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌｵｲﾊﾟﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 小野薬品工業 蛋白分解酵素阻害剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｵｲﾊﾟﾝ錠)
0301ﾋｰﾄ100mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

305 裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本製薬 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
305 裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本住友製薬 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠)
97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

305 PH 305 PH305：90mg 裸錠 白 無 ﾐﾀﾁｰﾑ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消炎酵素剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

305 Sc 305 Sc305 ECO80:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｺﾗﾝ錠80mg L-ｼｽﾃｲﾝ 80mg 三和化学研究所 L-ｼｽﾃｲﾝ製剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｺﾗﾝ錠) 03頃
ﾋｰﾄ変更（Sc305裏から
表，裏商品名記載） 9610
ﾋｰﾄ変更

305 SH 305 SH 305 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｼｮｰﾜ｣90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 昭和薬品化工 消炎酵素剤 0312中止 9711ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

305 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ
変更，表記号(TYA 0.25)
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

305 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐 ｶﾑﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾝﾌﾟﾛｽﾁﾙ 25μ g 田辺三菱製薬 胃潰瘍治療剤(持続型
PGE2誘導体)

0710社名変更（前：田辺
製薬）

305 TC305 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｰｾﾞｯｸｽ錠10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大鵬薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9305中止
305 TSU305 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾｴﾙﾐｰﾄ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 鶴原製薬 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｴﾙﾐｰﾄ錠)
305 Tu305:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢

TCK｣
ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 辰巳化学 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2

剤
070706収載

305 Tw 305 糖衣錠 白 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 精神神経用剤 0702中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾀﾞ
ｾﾞﾊﾟﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣)

305 W 305 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
305 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 住友製薬 鎮痛･解熱･抗炎症剤 0409中止 9710PTPｼｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化，裏商品名記載(ｶ
306 糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0504社名変更(合併)
306 BMS 306 100 BMS306 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙

(白帯)
ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞS100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 0006中止 940708収載

306 裸錠 薄橙 有 ｱﾎﾟﾌﾟﾛﾝ錠0.25mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.25mg 第一三共 高血圧症治療剤，精神神
経疾患治療剤

0806商品名変更(前:ｱﾎﾟ
ﾌﾟﾛﾝ錠)

306 裸錠 橙 無 ﾀｼﾞﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg あすか製薬-千寿製薬，
武田薬品工業

止血･血管補強剤 1006ﾋｰﾄ若干変更 0801
ﾋｰﾄ表30mg追加

306 KH 306 KH306 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 協和発酵ｷﾘﾝ 消化管運動改善剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

306 KN 306:2.5
OD:2.5mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
KN｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

306 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

306 NOM 306:100 NOM306:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｷｼﾚｰﾄ錠100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ｱｲﾛﾑ製薬･三和化学研
究所

不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0604製造販売会社社名
変更(前:小林製薬工業)
0004製造元変更(前:日清

306 OH 306:50 OH-306 50mg:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

306 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 01頃ﾋｰﾄ
変更，記号(TYB0.5)削除
9703ﾋｰﾄ裏商品名記載
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306 FE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄) 9805
製造元，本体，ﾋｰﾄ変更，
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
9507収載

306 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄褐 ｶﾑﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ12.5 ｴﾝﾌﾟﾛｽﾁﾙ 12.5μ g 田辺三菱製薬 胃潰瘍治療剤(持続型
PGE2誘導体)

0710社名変更（前：田辺
製薬）

306 TU306 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ300mg｢TCK｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg/包 辰巳化学 EPA製剤 080704収載

306 Tw 306 Tw306 25mg 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東和薬品 抗血小板剤，冠循環改善
剤

03頃本体ｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ変更

306 糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 山之内製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9705ﾋｰﾄ
裏変更

306 糖衣錠 白 無 5mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 5mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤
307 糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0504社名変更(合併)
307 307AV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力

価）
ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 0512中止 031212収載

307 裸錠 白 無 ﾐｵﾄﾛﾝ錠 ﾌﾗｻﾞﾎﾞｰﾙ 1mg 第一製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9603中止 9003変更
307 307AV

307AV 300
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄) 三共と
ﾋｰﾄ異なる 0504社名変
更(合併)

307 KN 307:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

307 MWT-307 200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

淡黄橙 ﾄｺｴﾇ200ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大正 循小循環系賦活剤 0106中止 0008販売 承継
(堀田薬品合成より)

307 NPI-307 糖衣錠 赤 無 ﾋﾟﾘﾀﾞﾝﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日本薬品工業 冠血管拡張剤 9703中止
307 NS307 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲﾁｱ10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 日新製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 02頃中止 9104変更(製造

元承継の為)
307 OH 307:100 OH-307 100mg:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢ｵｰﾊﾗ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ

ﾌｧｰﾏ
5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

307 PH307 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞｸﾛﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血管強化･止血剤 9507中止

307 SD 307 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長楕
円形)

淡黄透明 ﾘﾎﾟﾈｽ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 昭和薬品化工 EPA製剤 9907中止 980710収載
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

307 SR307 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 白井松新薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9605
ﾋｰﾄ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

307 SW 307 SW-307 200：200mg 裸錠 白 有 ｱｼﾛﾍﾞｯｸ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 沢井製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

307 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0104ﾋｰﾄ
表変更，商品名記載，記
号(TYC 1.0)削除

307 TU307 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ600mg｢TCK｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 600mg/包 辰巳化学 EPA製剤 080704収載

307 Tw 307 Tw.VB12･M500 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212頃迄) 0208刻
印追加 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

307 Tw 307 Tw307 500μ g:500μ g 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 0212頃ﾋｰﾄ変更
307 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東京田辺製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9604まで) 900713

収載
307 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0112中止 0110社名変更

00ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

307 糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 山之内製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9705ﾋｰﾄ
裏変更

307 糖衣錠 黄 無 25mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

308 308 糖衣錠 淡黄 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢ﾅｶﾉ｣
15mg

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 9003中止 薬価削除
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308 PFIZER:308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠600mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 600mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質

0304社名変更（統合に伴
い） 011228収載

308 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1006迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ25)

308 KW308 KW308 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾄｺﾆﾁﾝ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 共和薬品工業 微小循環改善剤 9503中止
308 M308 SP-10 糖衣錠 白 無 ｼｰｸｽﾐﾝP錠(10mg) ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9103中止
308 M 308 75:M308 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠75mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ

ｵ，杏林製薬
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

308 n 308 糖衣錠 白 無 ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 Ca拮抗性降圧剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠)

308 裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(50mg) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 50mg 日本新薬 消炎酵素剤 0203ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

308 NPI308 糖衣錠 赤 無 ﾋﾟﾘﾀﾞﾝﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本薬品工業 冠血管拡張，抗血小板剤 9006中止
308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 大日本製薬 ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ製剤 9611中止
308 PH 308 PH308：50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾍﾞﾝｽﾞﾏﾛﾝ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，日本ｹﾐﾌｧ，富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

高尿酸血症治療剤 0702製造販売会社社名
変更(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

308 25 SANKYO 308 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵﾀﾐﾝ錠25 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして)

第一三共 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 0903中止 0704社名変更
(統合に伴い，前:三共)

308 SR308 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 白井松新薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9612
ﾋｰﾄ変更(製造元変更)

308 ｔ 308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧品名(090925ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ
酢酸ｴｽﾃﾙ徐放錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更) 0209頃ｺｰﾄﾞ
変更

308 ｔ 308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ徐
放錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠)

308 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
308 1 TTS-308 裸錠 白 無 ﾌﾛｷﾞﾁｰﾑ錠1号 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 高田製薬 消炎酵素剤 8912中止
308 TU308 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ

ﾙ900mg｢TCK｣
ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 辰巳化学 EPA製剤 080704収載

308 Tw 308 糖衣錠 橙黄 無 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｻﾈﾝ錠･10)，

308 Tw 308 Tw308 10mg:10mg 糖衣錠 橙黄 無 ﾗｻﾈﾝ錠･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣) 0208頃本体ｺｰﾄﾞ化，
記号変更

308 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東京田辺製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで) 900713
収載

308 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0112中止 0001ﾋｰﾄ記号
削除 9908ﾋｰﾄ変更(9612
以前のｺｰﾄﾞに戻した）

308 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ25 ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 山之内製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9705ﾋｰﾄ
裏変更

308 糖衣錠 黄 無 50mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 50mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

309 309 糖衣錠 淡橙 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢ﾅｶﾉ｣
25mg

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 9003中止

309 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1010迄)

309 A309 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜﾝﾌｪﾛﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東邦新薬 消炎鎮痛剤 中止
309 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 911129

収載
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309
CFDN

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工
業

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，0402本体商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更
0310製造元社名変更

309 裸錠 橙黄 無 ﾘﾊﾞﾄﾛﾝ錠20 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 91中止
309 h 309 h-309 裸錠 淡橙 有 ﾒｶﾞｸﾞﾗﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ)
利尿降圧剤 9303中止

309 M 309 100:M309 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

309 n 309 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻｸﾍﾞﾙｺｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 日医工 高脂血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｸﾍﾞﾙｺｰﾄ錠)
0205ﾋｰﾄ変更(250mg追

309 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠50mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 大日本製薬 ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ製剤 9611中止
309 PH 309 PH309：75mg 裸錠 白 無 ﾙﾎﾟｯｸ錠75mg ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 鎮痛・抗炎症・解熱剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
309 t  309 裸錠 白 有 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛剤 030704収載 同品名ｶﾙ

ｼﾞｰﾙ錠50，100(ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ
製剤)とは成分異なる

309 309 TRB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾗｽﾍﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 東洋新薬 消化管運動調律剤 9412中止 920710収載
309 TSU309 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｴﾙｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 鶴原製薬 胃粘膜病変･胃潰瘍治療

剤
9607中止 960705収載

309 3 TTS-309 裸錠 白 無 ﾌﾛｷﾞﾁｰﾑ錠3号 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 高田製薬 消炎酵素剤 8912中止
309 Tw 309 糖衣錠 茶褐 無 ﾍﾟﾝｸﾙｼﾝ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

東和薬品 緩下剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾍﾟﾝｸﾙｼﾝ

309 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ50 ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 山之内製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9706ﾋｰﾄ
裏変更

310 310 γ -50 310 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢ﾅｶﾉ｣
50mg

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 94中止

310 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 第一製薬 脳循環代謝改善剤 9911中止 97ﾋｰﾄ裏変更

記載(ｶﾀｶﾅ
310 裸錠 橙黄 有 ﾘﾊﾞﾄﾛﾝ錠40 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 91中止
310 KL 310 KL 310:CLD 裸錠 白 有 ｸﾗﾗｼﾞﾝ錠250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 筋緊張性疼痛疾患治療 9410中止
310 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠10 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1203中止
310 M310 SP-30 糖衣錠 白 無 ｼｰｸｽﾐﾝP錠(30mg) ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9103中止
310 PH 310 PH310 0.5 裸錠 白 有 ｴﾝｿﾞｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 0501中止 900713収載
310 Sc 310 Sc310 PAR100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾗｸﾛｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 三和化学研究所 抗血小板剤 0512商品名変更(前:ﾊﾟﾗｸ

ﾛｼﾞﾝ錠) 03頃ﾋｰﾄ変更
（Sc310裏から表，裏商品
名記載） 950707収載

310 t 310
200mg

裸錠 白 無 ｱｽﾄｽCA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg 大洋薬品工業 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 0911中止 030704収載

310 Tw 310
100mg

糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 0805中止 0706ｺｰﾄﾞ変更

310 W 310 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1010本体ｺｰﾄﾞ追加
311 TS A311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｶﾙﾏｰﾃ50 ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 東邦新薬 消炎鎮痛剤 中止
311 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/無透

明
ﾌﾟﾛｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9702中止

311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠30mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療
剤

に伴い，前:第一製薬)
311 DK 311 DK311:DK311 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｱﾘｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ﾀﾞｲﾄ ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 950707収載
311 E311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾊﾞﾗｼﾞﾝ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 東邦新薬 降圧剤 97頃中止
311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 0907ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除

0504社名変更(合併)
311 HM 311 HM311 15mg：15mg 裸錠 白 有 ﾉﾝﾀｽ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東洋製薬化成 気道潤滑去痰剤 0504品名変更(前：ﾉﾝﾀｽ

錠)

162 / 276 ページ



311 KK 311 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ錠
2.5mg｢KOBA｣

ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

小林薬学工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 9809中止 980710収載

311 KN311 20mg 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾉP錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 小林化工 ATP製剤 0706中止 00頃ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96ｺｰﾄﾞ

311 KW 311：2 裸錠 白 有 ﾁﾎﾞﾘﾝ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 0810中止 0410本体ｺｰﾄﾞ
311 KYO 311 KYO311:KYO311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾊﾟﾗﾎﾞﾗﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 京都薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害 9905中止 960705収載
311 M311 50 M311 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

311 MO 311 MO311 糖衣錠 緑 無 ｷﾓﾀﾌﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､結晶ﾄﾘﾌﾟｼﾝ 50mg，1mg 持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞ錠)

311 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｴﾅﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ(5mg) ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本新薬 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ製剤 9802中止
311 ｎ 311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢日

医工｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

311 NP 311:0.2 NP-311 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢NP｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
311 NPI311A 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡黄 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0508頃ﾋｰﾄ変更，承継に

伴い(日清ﾌｧﾙﾏより)
311 NPI311B 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
白 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0508頃ﾋｰﾄ変更，承継に

伴い(日清ﾌｧﾙﾏより)
311 NPI311C 1.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡赤 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0508頃ﾋｰﾄ変更，承継に

伴い(日清ﾌｧﾙﾏより)
311 OH 311:0.2 OH-311 0.2mg:0.2mg 裸錠 白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2｢OME｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ

ｴｰｻﾞｲ
糖尿病食後過血糖改善
剤

060707収載

311 PH 311 PH311 1mg:PH311 1mg 裸錠 淡橙 有 ｴﾝｿﾞｼﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 0501中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ) 900713
収載

311 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 日本ﾛｼｭ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9201変
更

311 SANKYO 311 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(大原薬品工業へ)

311 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

311 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

311 C N 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，日医工

経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 040709収
載，品名変更に伴い（前：
ｸﾗｳﾅｰﾄ錠）

311 TYK311 HOR50:50mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

311 TYK311 50:TYK311 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
311 Tｕ 311 TU311 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢TCK｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 辰巳化学 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

311 Tw 311 Tw311 25 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾌｧﾝﾄF錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 980710収載
311 TYK311 HOR50:50mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg わかもと製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸

溶)
白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 0304ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商

品名記載（ｶﾀｶﾅ） 010202
収載

311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡紅 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

17.5mg(ﾘｾﾄﾞ
ﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
として)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 070608収載

312 TS A312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｶﾙﾏｰﾃ100 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 東邦新薬 消炎鎮痛剤 中止
312 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄 ﾄｷｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 旭化成 代謝性強心剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠60mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 60mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療

剤
に伴い，前:第一製薬)
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312 DK 312 DK312 50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｱﾘｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0308ﾋｰﾄ変更 950707収
312 E312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾊﾞﾗｼﾞﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 東邦新薬 降圧剤 97頃中止
312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)

0310製造元社名変更
312 KN 312 KN312 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100「KN」 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載
312 M312 100 M312 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

312 MO 312 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 持田製薬 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9511中止
312 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｴﾅﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ(10mg) ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本新薬 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ製剤 0212中止 9610ﾋｰﾄ記号

削除，表商品名記載(ｶﾀｶ
312 ｎ 312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢

日医工｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

312 NP 312:0.3 NP-312 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢NP｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
312 OH 312:0.3 OH-312 0.3mg:0.3mg 裸錠 白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3｢OME｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ

ｴｰｻﾞｲ
糖尿病食後過血糖改善
剤

060707収載

312 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体
裏変更(SEARLE削除)

312 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 010706収載(商品名の変
更 前:ｾﾚﾈｰｽ錠)，ﾋｰﾄ変

312 PH 312 PH312：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾑｰﾋﾞﾆﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 骨粗鬆症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｰﾋﾞﾆﾝ錠)

312 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 日本ﾛｼｭ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9201変
更

312 SANKYO 312 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
25)

312 SD312 VITAMIN K1-5 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠｢昭和｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 昭和薬品化工 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9110中止
312 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
白 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

312 SW-312 SW-312:SW-CFT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9301中止 900713収載
312 S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 9804ﾋｰﾄ変更
9407収載

312 TYK312 HOR100:100mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

312 TYK312 100:TYK312 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
312 Ｔｕ 312 TU312 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢TCK｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 辰巳化学 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

312 Tw 312 Tw312 糖衣錠 白 無 ﾆﾗﾝｺｰﾄ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症剤 0110中止 960705収載
312 TYK312 HOR100:100mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg わかもと製薬 代謝性製剤 0103中止 9802ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0303ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 010202
収載(商品名変更 前:ｵﾒ
ﾌﾟﾗｰﾙ)

313 313 AFZ 糖衣錠 白 無 ｱﾌｿﾞﾘﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 大洋薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 920710収
載

313 HF313A0 裸錠 白 無 ﾀﾛﾊﾟﾋﾞﾀﾝ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 陽進堂 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9503中止
313 HF313B4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾛﾋﾞﾀｼﾞｬｽﾄ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9503中止
313 HF313C2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄茶 無 ﾀﾛﾊﾟﾁﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9503中止
313 KC-313 KC-313 KC-313:KC-313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌﾞﾝｲｰ･P配合ｶﾌﾟｾﾙ 科研製薬 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾌﾞﾝｲｰ･Pｶﾌﾟ
ｾﾙ)

313 KK 313 Y-BZA200 200mg:Y-
BZA200

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
KOBA｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林薬学工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

高脂血症治療剤 0012中止 980710収載

313 KK 313 KK313 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
KOBA｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林薬学工業 高脂血症治療剤 01頃中止 980710収載
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313 KN 313 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ錠100｢KN｣ 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg 小林化工 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤 気管支喘息治療剤

101119収載 ﾊﾞﾗのみ

313 MC313SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙSV ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 進化製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9603中止
313 n 313 裸錠 白 無 ｻｸｺﾙﾁﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾃﾐﾝ

配合剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｸｺﾙﾁﾝ錠)

313 NP 313 NP-313 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠5mg｢
NP｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載

313 NY 313 NY313 5mg:5mg 糖衣錠 白～黄み白 無 ｶﾁｰﾌN錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 日本製薬-武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾁｰﾌN錠，
5mgと10mgが同じ品名

313 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体
裏変更(SEARLE削除)

313 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 010706収載(商品名の変
更 前:ｾﾚﾈｰｽ錠)，ﾋｰﾄ変

313 PD 60 PD313SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾗﾍﾟｽﾃﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 進化製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9603中止
313 PH 313：0.2 PH313 0.2mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾑ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 050708収載

313 RB RB313SV 裸錠 淡褐黄 無 ﾌﾗﾌﾞﾁﾙ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 進化製薬 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9603中止
313 SANKYO 313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
0803中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
313 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡赤 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

313 SW-313 SW-SA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾜﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
313 313 糖衣錠 白 無 ｱﾌｿﾞﾘﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 大洋薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 中止 9809ﾋｰﾄ変更
313 Tw 313 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080704収載
314 TYK314:TYK314 45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾚｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

三和化学研究所，ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

314 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0602ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(日清ﾌｧﾙﾏより)

314 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾞﾙﾐﾝ錠 ｴﾀﾝｼﾗｰﾄ 250mg ｴｰｻﾞｲ 対血管性出血治療剤 9907中止 9212本体ｺｰﾄﾞ
化，ﾋｰﾄ変更

314 E314 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾊﾟﾗﾊﾟﾉﾝ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 東邦新薬 血圧降下剤 中止

314 314 FFR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾛﾌﾄﾗﾝE錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗悪性腫瘍剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9411本
体刻印

314 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ錠40mg
｢KOBA｣

酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 小林薬学工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

中止 9808のみ製造
980710収載

314 ｎ 314:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢日医工｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日医工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

314 NY 314 NY314 10mg:10mg 糖衣錠 白～黄み白 無 ｶﾁｰﾌN錠10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg 日本製薬-武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾁｰﾌN錠，
5mgと10mgが同じ品名

314 PH 314：0.3 PH314 0.3mg 裸錠 白 無 ﾍﾞﾛﾑ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 050708収載

314 314 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ﾌﾛﾌﾄﾗﾝE錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗悪性腫瘍剤 0803中止 9803ﾋｰﾄ変更

314 Tw 314 Tw314 糖衣錠 白 無 ﾄｰﾌｧｰｹﾞﾝ錠 東和薬品 肝臓疾患用剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ
用薬

0110頃中止 960705収載

315 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0603ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(日清ﾌｧﾙﾏより)

315 315 COB-250 315 糖衣錠 桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣250 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 94中止
315 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 第一三共ｴｽﾌｧ 高脂血症治療剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
315 μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g あすか製薬-武田薬品工

業
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0712ﾋｰﾄ表μ g追加 0206

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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315 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢
KOBA｣

ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 小林薬学工業 精神神経安定剤 9809中止 980710収載

315 KW315 糖衣錠 白 無 ﾁﾌﾞﾘﾝE腸溶錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 共和薬品工業 去痰･粘膜正常化剤 9008中止
315 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
315 ｎ 315:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢日医工｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日医工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

315 NP 315 NP-315 10mg:10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg
｢NP｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載

315 NPI 315A NPI315A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾆｺﾋﾞﾀ-E ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 脂質代謝･血行改善剤 0909回収措置とともに販
売中止

315 Sc 315 Sc315 DAM1.25:1.25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞﾑｾﾞｰﾙ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 三和化学研究所 経口血糖降下剤 0308ﾋｰﾄ変更 990709収
315 Tw 315

100mg
糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏｲﾐﾁﾝ錠

315 Tw 315 Tw315 100mg:100mg 糖衣錠 白 無 ﾏｲﾐﾁﾝ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢ﾄｰ

315 Tw 315 Y-MYM100:Tw315 100mg
Y-MYM100

糖衣錠 白 無 ﾏｲﾐﾁﾝ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0012中止 9904販売
980710収載

315 DLZ TYK315:TYK315 30 裸錠 白 無 ﾊﾟﾚﾄﾅﾐﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大正薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0707中止 98ﾋｰﾄ変更(製
造承継の為)

315 VE315SV 糖衣錠 橙 無 ﾅﾊﾞﾄｰﾙ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 進化製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9504中止
315 W 315 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
316 TYK316:TYK316 5 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾏﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0707中止
316 316 COB-500 316 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで)
316 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠1.25mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 1.25mg 第一三共 慢性心不全治療剤

に伴い，前:第一製薬)
021206収載

316 μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g あすか製薬-武田薬品工
業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0711ﾋｰﾄ表μ g追加 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

316 裸錠 白 無 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ錠25mg｢
KOBA｣

ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 小林薬学工業 前立腺肥大症治療剤 中止 980710収載

316 KW316 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾁﾌﾞﾘﾝ錠100 塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 共和薬品工業 去痰剤 9205中止
316 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
316 MO 316 MO316 糖衣錠 白 無 ｷﾓﾀﾌﾞS錠4万単位 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 40000ﾌﾞﾛﾒﾗｲ

ﾝ単位
持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞS4万単
位)

316 糖衣錠 白 無 C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂-日医工 鎮痙剤 旧品名(100528ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟ
ﾗﾐﾝ臭化物錠10mg｢YD｣
に変更) 陽進堂，日本ｼﾞｪ
ﾈﾘｯｸとﾋｰﾄ異なる

316 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠
10mg｢YD｣

臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂-日医工 鎮痙剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠)
陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸと
ﾋｰﾄ異なる

316 316 μ g 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧品名(0606迄)，商品名
変更に伴い(新:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠
500μ g｢ﾀｲﾖｰ｣) 9801ﾋｰﾄ
変更 7403収載

316 316 μ g 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠500μ g｢ﾀｲﾖｰ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶ
ﾉ｣500)

316 TBP316 TBP316 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾚﾁｺﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東菱薬品工業 末梢性神経障害治療剤 中止
316 Tw 316 Tw316 10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
316 TZ 316 TZ316 0.5：0.5mg TZ316 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｾｷｿｰﾙ錠0.5mg ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 0.5mg あすか製薬-武田薬品工

業
女性ﾎﾙﾓﾝ剤 0812商品名変更(前:ﾌﾟﾛｾ

ｷｿｰﾙ錠)
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317 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠2.5mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 2.5mg 第一三共 慢性心不全治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

317 μ g:1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g あすか製薬-武田薬品工
業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0711ﾋｰﾄ表μ g追加 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶﾀｶ

317 HM 317 HM317 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｾｰﾄﾞ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 東洋製薬化成-小野薬品
工業

緩下剤 0612中止 0301ﾋｰﾄ2.5mg
追加 9705ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

317 KN 317 KN317 250mg:250mg 裸錠 白 有 ｱﾍﾞﾏｲﾄﾞ錠250mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg 小林化工 経口血糖降下剤 0812商品名変更(前:ｱﾍﾞﾏ
ｲﾄﾞ錠)

317 KYK 317 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢
KOBA｣

塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 小林薬学工業-日医工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0704迄)，承継に
伴い(日医工へ) 0406本
体ｺｰﾄﾞ追加

317 KYK 317 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢
KOBA｣

塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 小林薬学工業-日医工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0704迄)，承継に
伴い(日医工へ) 0406本
体ｺｰﾄﾞ追加

317 NP 317:2.5 NP-317 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢NP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗薬

080704収載

317 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
317 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 0107ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
317 Sc 317 Sc317 DAM2.5:2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾀﾞﾑｾﾞｰﾙ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 三和化学研究所 経口血糖降下剤 03頃ﾋｰﾄ変更（Sc317裏

から表，裏商品名記載）
990315承認

317 SW 317 SW-317 400：400mg 裸錠 白 無 ｱｼﾛﾍﾞｯｸ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 沢井製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

317 Tw 317 Tw317 20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
318 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠10mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 第一三共 持続性高血圧･狭心症治

療剤 慢性心不全治療剤
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

体割線追加，ｺｰﾄﾞ印刷→
刻印，ｻｲｽﾞ変更

318 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｱﾃﾛﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg あすか製薬-武田薬品工
業

EPA製剤 0804ﾋｰﾄ表300mg追加
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

318 KN318 60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠60｢小林｣ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 小林化工 代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9609中止
318 NS 318 NS318 40：40mg 裸錠 白 有 ﾙｲﾒﾆｱ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 日新製薬 経口血糖降下剤 0809ﾋｰﾄ表NS318追加等

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙｲﾒﾆｱ錠)

318 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
318 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 0107ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
318 DCT 25 25:TTS-318 25 糖衣錠 白 無 ｼﾞｾﾀﾐﾝ錠25 塩酸ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ

ｱﾐﾝとして]
高田製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 1004ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(前：塩野義製薬)
318 Tw 318 Tw318 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 Ca拮抗剤 1006ｺｰﾄﾞ変更
319 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠20mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 第一三共 高血圧･狭心症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
319 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
319

CFIX
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

319 F･P･F-319 裸錠 白 有 ｱｽﾐﾝｺｰﾙ 藤本製薬 鎮痛剤 9208中止
319 Kw 319 糖衣錠 白 無 ﾄｯｶｰﾀ錠10mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0912中止 0506本体ｺｰﾄﾞ

追加
319 Sc 319 Sc319 NEL250:250mg 裸錠 白 有 ﾈﾙﾋﾞｽ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 三和化学研究所 経口糖尿病用剤 旧本体(0508迄) 020705

収載

167 / 276 ページ



319 Sc 319：Sc 319 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾈﾙﾋﾞｽ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 三和化学研究所 経口糖尿病用剤 0508本体変更(ｺｰﾄﾞ刻印
2ヵ所に，ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ)

319 TYK319:TYK319 10mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 030704収載

319 Tw 319 Tw319 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 Ca拮抗剤 1004ｺｰﾄﾞ変更
319 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

錠）
白～帯黄白 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ5mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

320 320 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 日本医薬品工業 膵･末梢血流改善剤 91中止
320 SS 320 SS320:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾍﾟﾘｱ錠200 ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ 200mg 久光製薬 気道分泌細胞正常化剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ

り) 011207収載
320 F FM 320mg:320mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌｪｰﾏｽ錠 乾燥硫酸鉄 320mg(鉄とし

て100mg)
岩城製薬 徐放性鉄剤 0406中止

320 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に
伴い(協和発酵へ) 0704
社名変更(統合に伴い，
前:第一製薬)

320 2mg:2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
320 h-320 10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ﾎｴ

ｲ｣
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

薬)
320 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄

ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

320 SANKYO 320 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
50)

320 TYK320:TYK320 20mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 030704収載

320 TBP320 糖衣錠 白 無 ﾚﾁｺﾗﾝ錠250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東菱薬品工業 末梢性神経障害治療剤 0108ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｷｻｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9903中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

321 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に
伴い(協和発酵へ) 0705

321 4mg:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
321 DK 321 DK321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾓｽﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾀﾞｲﾄ 経口蛋白分解酵素阻害 960705収載
321 250μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
321 h-321 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ﾎｴ

ｲ｣
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ)
ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9205中止

321 H D:321 HD 321:HD-321 裸錠 白 有 ﾒｲﾃﾝﾄﾞｰﾙ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 菱山製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

01中止 990709収載

321 KK321  KK321 KK321 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 小林薬学工業-日医工 胃潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0705迄)，承継に
伴い(日医工へ) 970711

321 KN321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝﾃｽ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 小林化工･全星薬品 睡眠障害改善剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ

321 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
321 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧剤 97ﾋｰﾄ変更，表商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)
321 SANKYO 321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
0803中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
321 Sｃ 321:0.5 Sc321 錠剤(楕円形) 濃紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠0.5mg｢三和｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 三和化学研究所 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載
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321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｺｻｴｰﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0012中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

321 TYK321:TYK321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘｻﾞｰﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
321 TBP321 500μ g 糖衣錠 白 無 ﾚﾁｺﾗﾝ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東菱薬品工業-日医工 末梢性神経障害治療剤 0211ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
321 TSU 321 TSU321 400mg:400mg 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｱﾄﾛﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 鶴原製薬 抗ｳｲﾙｽ剤 0804中止 020705収載
321 TTS 321 50：TTS321 50 裸錠 白 無 ｴｸﾊﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬･塩野義製薬 抗血小板剤

等
321 Tw 321 Tw321 1mg:1mg 裸錠 白 有 ｴﾙﾒｻｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 東和薬品 末梢循環障害改善剤 091113収載
321 ｱﾙﾀｯﾄ75 TZ321 TZ321 75:75mg TZ321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg あすか製薬 H2受容体拮抗剤 0510本体商品名記載(ｶﾀ

ｶﾅ) 0206ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
等 97ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠LD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載 本体に割線
に見えるくぼみ有り

322 TTS 322 100:TTS322 100 裸錠 白 無 ｴｸﾊﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 高田製薬･塩野義製薬 抗血小板剤
322 DK 322 DK322 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9805中止 960705収載

ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
322 DK 322 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
322 500μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
322 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9705
ﾋｰﾄ裏変更

322 NP 322 NP-322 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢NP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗薬

080704収載 十字割線

322 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
322 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧 03頃ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ変更，表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

322 SANKYO 322 μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤紫/暗赤
紫

ｺﾊﾞﾒﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 第一三共 末梢性神経障害治療剤 1003中止

322 Sc 322:1 Sc322 錠剤(楕円形) 微紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢三和｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 三和化学研究所 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

322 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-
D3製剤

9805ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9007収載

322 TBP322 TBP322 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/極薄黄赤 ﾃﾞﾎﾟﾀﾐﾝNｶﾌﾟｾﾙ 東菱薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1，6，12製剤 0706中止
322 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
帯黄白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠HD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸

ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ
30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載

323 M H:10 MH323:MH323 裸錠(四角形) 白 有 ﾘｼﾉﾒﾙｸ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(090515ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ
錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｲﾀﾞｼﾞﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 旭化成-ｱｽﾞｳｪﾙ 循環機能改善剤 0101中止 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

323 CH 323 CH323 30mg:CH323
30mg

裸錠(徐放性) 白 無 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg
｢CH｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ

Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾙﾍﾞｲﾄ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

323 CH 323 裸錠(徐放性) 白 無 ｼﾞﾙﾍﾞｲﾄ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 長生堂製薬・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 狭心症･高血圧治療剤 旧品名(090925ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩錠30mg｢CH｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗ
ﾝ製薬中止

323 DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 徐放性不整脈治療剤 0010中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

323 DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日本医薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9705販売
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323 DK 323 DK323 150mg：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 徐放性不整脈治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩徐放
錠150mg｢日医工｣) 0304
ﾋｰﾄ変更

323 DK 323 DK323 150mg：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩徐放錠
150mg｢日医工｣

ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 徐放性不整脈治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠)

323 KN 323 糖衣錠 白 無 ﾜｶﾐｹﾞﾝ L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

83.5mg，
83.5mg

小林化工 ｶﾘｳﾑ補給剤(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ欠
乏時)

9609中止 95ｺｰﾄﾞ化

323 KW323 KW323 ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 共和薬品工業 不眠症治療剤 0203承継(日本ﾛｼｭより)
323 M H:10 MH323:MH323 裸錠(四角形) 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｼﾉﾒﾙｸ錠10)

323 NF 323 NF323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～帯黄白 有 ﾃﾅｷｼﾙ錠1mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 1mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続型非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧
剤

0704剤型変更(前:円形，
糖衣錠)，色変更(前:白)，
割線追加 0410社名変更

323 NP 323:5 NP-323 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢NP｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

323 裸錠(ひょうた
ん形)

白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠50mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧剤 03頃ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 980710収載 ﾋｰﾄ表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

323 Sc 323:3 Sc323 錠剤 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢三和｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 三和化学研究所 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

323 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-
D3製剤

9803ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9007収載

323 TBP323 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱﾝﾂｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東菱薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9504中止 920710収載
324 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 0104本体

外形，剤形(旧:裸錠)変更
324 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0212ﾋｰﾄ

変更
324 K N:324 KN324 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ｴﾝﾄﾚｿﾞﾝ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 小林化工 経口血糖降下剤 0706中止 ﾋｰﾄ2.5mg再記

載，裏商品名記載 98ﾋｰﾄ
変更(2.5mg削除) 920710
収載

324 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

324 NF 324 NF324 糖衣錠 淡桃 無 ﾃﾅｷｼﾙ錠2mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 2mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続型非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧 0410社名変更
324 0:PT 324 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺｰﾄﾘﾙ錠)
324 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-

D3製剤
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9803ﾋｰﾄ変更 9007
収載

324 TYK324 200 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

324 裸錠 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
324 TBP324 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐 ｱﾝﾂｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東菱薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9504中止 920710収載
324 TC324 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大鵬薬品工業 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0205中止 ﾋｰﾄ表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
325 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0210迄) 0104本体

外形，剤型(旧:裸錠)変更
325 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0210ﾋｰﾄ

変更，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

325 DK 325 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｳﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 消化管運動改善剤 0010中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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325 KN 325 KN325 40mg:40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐﾗﾝ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 経口血糖降下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘﾐﾗﾝ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

325 糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
325 325 糖衣錠 淡黄 無 ﾗﾊﾞﾃﾗﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9807中止 9712ﾋｰﾄ変更
325 NF 325 NF325:USV 糖衣錠 白 無 ﾕｰｽﾋﾞﾙ錠 ｿﾘﾌﾞｼﾞﾝ 50mg 日本商事 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(帯

状疱疹)
9310停止 930827収載

325 325 RBT 糖衣錠 淡黄 無 ﾗﾊﾞﾃﾗﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9609
ﾋｰﾄ変更 9603本体刻印

325 SW SW-325 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0506迄) 98ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

325 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200 SW-325 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
｢ｻﾜｲ｣) 0506本体変更
(前：SWの刻印)

325 TYK325 400 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

325 裸錠 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
325 325 糖衣錠 淡黄 無 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛｼﾄｰﾙ錠)
325 325 糖衣錠 淡黄 無 ﾛｼﾄｰﾙ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧品名(080620ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ

塩酸塩錠40mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

325 TBP325 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐 ｱﾝﾂｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東菱薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0612中止 920710収載
325 TTS 325 TTS-325 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 高田製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
325 W 325 S250μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1012本体ｺｰﾄﾞ追加
326 326 糖衣錠 淡黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠10mg｢ﾅｶﾉ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg 大洋薬品工業 止血剤 94中止
326 KN 326 KN326 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾛｿﾞﾘﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 小林化工 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ｿﾛｿﾞ

ﾘﾝ錠)
326 KW326 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｰﾛｲｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 共和薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9310中止 900713収載
326 NF 326 NF326 糖衣錠(三角

形)
白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症

治療剤
0601ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨ
ｽﾌｧｰﾏ)

326 TC 326 TC326 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか
に帯黄白

無 ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝC配合錠 大鵬薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ･肝臓疾患用
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝC

326 TZ 326 TZ326 50mg:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg あすか製薬-武田薬品工
業

徐放性前立腺肥大症治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙL
錠)，ﾋｰﾄ若干変更

327 FPF-K FPF327:40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/無透
明

ｶｼｰﾄRｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 40mg 藤本製薬 鎮咳剤 0408中止

327 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 日本医薬品工業 脳循環障害治療剤 9109中止
327 NF 327 NF327 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症

治療剤
0501ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨ
ｽﾌｧｰﾏ)

327 NP 327:10 NP-327 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢NP｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

327 SW-327 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/暗赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150｢ｻﾜ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 沢井製薬 結核治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
327 SW-327 SW-327 150:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/暗赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 沢井製薬 結核治療剤 0701中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
327 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾉﾝｿﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0210販売，承継（日建ﾒ

ﾃﾞｨｶﾙより）
327 Tw 327 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 090515収載
328 328 CLS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 循環機能改善剤 9802中止 9603社名変更

同品名ｶﾙｼﾞｰﾙ錠200（ｱｾ
ﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ製剤)とは成分異
なる
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328 KK 328 KK328 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｻﾞﾝ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

小林薬学工業・日本薬品
工業

H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(0704迄)，承継に
伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 010706
収載

328 KN 328 KN328 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾈﾙﾐﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

小林化工・富士製薬工業 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾈﾙﾐﾝ錠)

328 328:KW328 糖衣錠 淡青 無 ﾄﾗﾋﾟﾛｲﾄﾞ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 共和薬品工業 循環機能改善剤 9502中止
328 KYK 328 KYK328 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｻﾞﾝ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
日医工ﾌｧｰﾏ-日本薬品
工業，辰巳化学

H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

328 M328 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠｢ﾓﾊﾝ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 模範薬品研究所 利尿降圧剤 9302中止
328 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝS錠｢日医工｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本医薬品工業 脳循環障害治療剤 9211中止
328 PPN-20 328 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝNa20mg錠｢

ﾅｶﾉ｣
ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 大洋薬品工業 肝疾患治療剤 94中止

328 SANKYO 328 裸錠 白 無 ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠20mg ｼﾞｸﾛﾛ酢酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ｱﾐﾝ

20mg 第一三共 肝機能改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠)

328 SW-328 SW-CF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌﾗｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 92中止
328 328 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 9802収載，ﾋｰﾄ裏一般名

記載（ｶﾀｶﾅ）
329 KK 329 KK329 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｻﾞﾝ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
小林薬学工業・日本薬品
工業

H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(0703迄)，承継に
伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 010706
収載

329 KN 329 KN329 100mg 裸錠 白 無 ｱﾙｷｻ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 小林化工 胃炎，胃･十二指腸潰瘍
用剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｷｻ錠)

329 KW 329:100 329:KW329 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟﾛｲﾄﾞ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 共和薬品工業 狭心症治療剤 0703中止 04頃本体ｺｰﾄﾞ
追加

329 KYK 329 KYK329 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｻﾞﾝ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-日本薬品
工業，辰巳化学

H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

329 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更
前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ25)，ﾋｰﾄ変更

330 ｔ 55 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾏｯｸｽ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 大洋薬品工業 制酸・緩下剤 050708収載
330 KCI 11 KCI11 330mg:330mg 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 協和化学工業･日本新

薬，ｼｵｴ製薬，ﾏｲﾗﾝ製
薬，丸石製薬，健栄製薬

制酸･緩下剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴ

330 330 糖衣錠 白 無 ﾕｱｽﾄ錠 肝臓加水分解物 100mg 大洋薬品工業 肝疾患治療剤 94中止
330 TX 12 TX12 330mg:TX12 裸錠 白 無 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg｢

TX｣
酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg ﾄﾗｲｯｸｽ 制酸･緩下薬 060707収載

330 KN 330 KN330 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓﾀｯﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 小林化工 経口蛋白分解酵素阻害
剤

00ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 960705収載

330 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 中止，9304薬価削除 ﾗﾝ
ﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠と本体ｺｰﾄﾞ

330 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠 ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0206ﾋｰﾄ裏R･D削
除) ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ
(中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

330 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠30mg ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和-興和創薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症・鎮
痛・解熱剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ
錠) ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ
(中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

330 THEO-SLOW 200 200:KW330 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｵｽﾛｰ錠200)
ｾﾞﾘｱとﾋｰﾄ異なる

330 THEO-SLOW 200 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠200) 共和とﾋｰﾄ異な
る

330 YO MG1 YO MG1 330mg:YO MG1
330mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 0801ﾋｰﾄ裏330mg追加
0107ﾋｰﾄ表変更(MGT330
→YO MG1 330mg)
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330 OH 330 OH-330 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｯﾄｽｶｰ錠150mg 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大原薬品工業 H2受容体拮抗剤 0712中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

330 SANKYO 330：5 裸錠 淡黄白 無 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠5mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 5mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

330 SW-330 SW-330:SW-PO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾍﾟﾝﾎﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 90中止
330 TTS-330 300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ｼｰﾚｰﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 高田製薬 EPA製剤 03頃中止 980710収載

330 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更
前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ50)，ﾋｰﾄ変更

331 331 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

331 DK 331 DK331:DK331 60mg 裸錠 薄紅 有 ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ﾀﾞｲﾄ 鎮痛･抗炎症剤 旧ｺｰﾄﾞ(00まで) 980710収
載

331 331 ELS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄ錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 940708
収載

331 KK 331 裸錠 白 無 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 0406中止0401ﾋｰﾄ変更
990709収載

331 KN 331 KN331 200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｺﾊﾞｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 小林化工 骨粗鬆症治療剤 0806商品名変更(前:ｺﾊﾞｽ
ﾃﾝ錠)

331 KW 331 KW331:KW331 裸錠 白 有 ﾄﾘﾌｪｼﾞﾉﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 共和薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0612商品名変更(前:ﾄﾘﾌｪ
ｼﾞﾉﾝ錠)，ﾋｰﾄ裏記号変更

331 NF331 裸錠(腸溶性) 白 無 ｵﾌﾀﾙﾑK配合錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 複合止血剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾌﾀﾙﾑK錠)

331 NP 331:2.5 2.5mg:NP-331 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
NP｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

331 OH 331:10 OH-331 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大原薬品工業･日医工，
ｻﾝﾄﾞ

H2受容体拮抗剤 0401本体刻印追加（裏面
10） 020705収載

331 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ80mg ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 80mg 小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載

331 硬ｶﾌﾟｾﾙ 80mgｶﾌﾟｾﾙ:
白/白，
125mgｶﾌﾟｾ
ﾙ：淡赤/白

ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mgｶﾌﾟｾﾙ
×1，80mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×2

小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載 1ｼｰト中
80mgｶﾌﾟｾﾙ×2，125mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×1のｾｯﾄ，80mgの

331 PH331 糖衣錠 橙黄 無 FAD錠｢ﾐﾀ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9212中止
331 SANKYO 331：10 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠10mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 10mg 第一三共・興和，興和創

薬
高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

331 Th331 糖衣錠 桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢BMT｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 91中止
331 TTS 331:0.2 TTS-331 0.2mg:0.2mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾀｶ

ﾀ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
080704収載

331 Tw 331:20 Tw331 20mg:20mg 裸錠 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠20mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg(無水物
として)

東和薬品 持続性ACE阻害剤 091113収載

331 TZ 331 TZ331 200:200mg TZ331 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛｽﾃｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg あすか製薬-武田薬品工
業

頻尿治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾛｽﾃｰﾄ錠)

331 UPJOHN 331  UPJOHN
331

UPJOHN 331 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ 75mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗生物質製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0304販売社名変更（統合
に伴い）

331 Bristol VP 331 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙 ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 9503中止
332 332 332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺｽﾓﾍﾞｯｸ錠 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症治療剤 1003中止 0401製造元変

更
332 332 裸錠 淡橙紅 無 ｼｯｸﾏｲﾛﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 日本医薬品工業 合成抗菌剤 9002中止
332 TYK332 200:TYK332

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟｲﾍﾟﾗｯｸ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

332 332 CSM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺｽﾓﾍﾞｯｸ錠 ｴﾑｴﾌ 前立腺肥大症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 9603社
名変更 940708収載
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332 DK 332 DK332:DK332 30mg 裸錠 白 有 ｾﾙｽﾐﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾀﾞｲﾄ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0103中止 980710収載
332

0.25mg
糖衣錠 淡黄緑 無 ｼﾞｷﾞﾗﾉｹﾞﾝC錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社

名変更 0504社名変更(合
併)

332 HF332A0 裸錠 橙 無 ﾀﾛﾊﾟｿﾞｸﾛﾑ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 陽進堂 止血剤 9503中止

332 HF332B0 裸錠 白 無 ﾀﾛｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9503中止
332 KK 332 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承

継に伴い(日医工へ)
332 KN 332 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/淡黄 ｵﾑﾅｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ 小林化工 消化酵素剤 9603中止
332 KW 332:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｽﾛｰ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤，高血

圧･狭心症治療剤
0711本体記号332追加

332 M332 CLC-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 肌/白 ｼｸﾗｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾓﾊﾝ｣ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 模範薬品研究所 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8903中止
332 332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺｽﾓﾍﾞｯｸ錠 ｴﾑｴﾌ 前立腺肥大症治療剤 9808中止 9708ﾋｰﾄ変更
332 NF 332 NF332 糖衣錠(三角

形)
灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症

治療剤
1009ｺｰﾄﾞ変更，販売元変
更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ)

332 NP 332:5 5mg:NP-332 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢NP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

332 OH 332：20 OH-332 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大原薬品工業･日医工，
ｻﾝﾄﾞ

H2受容体拮抗剤 0402本体裏20追加
020705収載

332 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mg 小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載

332 硬ｶﾌﾟｾﾙ 80mgｶﾌﾟｾﾙ:
白/白，
125mgｶﾌﾟｾ
ﾙ：淡赤/白

ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mgｶﾌﾟｾﾙ
×1，80mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×2

小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載 1ｼｰト中
80mgｶﾌﾟｾﾙ×2，125mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×1のｾｯﾄ，80mgの

332 裸錠 白 無 ｶﾞﾐﾍﾞﾀｰﾙ錠 γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 小野薬品工業 脳機能代謝調整剤 9703中止

332
SPR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 930827
収載

332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 1101中止

332 PH332 10mg 糖衣錠 橙黄 無 FAD錠｢ﾐﾀ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0508中止
332 SANKYO 332：20 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 20mg 第一三共・興和，興和創

薬
高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

332 SW 332:2.5 SW-332 2.5:2.5mg 裸錠 白 無 ﾒｲﾝﾛｰﾙ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 選択的β 1遮断剤 1011収載
332 TA332SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｵﾚﾝｼﾞ/ｸﾘｰﾑ

色
ﾒｽｶﾙﾄ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 進化製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9603中止

332 Th332 糖衣錠 濃桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠500｢BMT｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 91中止
332 TTS 332:0.3 TTS-332 0.3mg:0.3mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾀｶ

ﾀ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
080704収載

332 Tw 332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

332 Bristol VP 332 軟ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤 ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 9503中止
333 DSC 333:40 333 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠40mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 5mg 第一三共・興和，興和創

薬
高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

100423収載

333 KN 333 KN333 100mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠）

333 KW 333:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｽﾛｰ錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0711本体記号333追加

333 裸錠 淡ﾋﾟﾝｸ 有 ｼｪﾋﾞﾄﾗﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 日本医薬品工業 降圧利尿剤 9211中止
333 NF 333 NF333 糖衣錠 灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症

治療剤
1009ｺｰﾄﾞ変更，販売元変
更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ)

333 NP 333 NP-333 1mg:1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
NP｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載
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333 NS 33 NS33 糖衣錠 白 無 ﾆﾁﾌｧｰｹﾞﾝ配合錠 日新製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性肝疾患治療
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁﾌｧｰｹﾞﾝ
錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 07
頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除

333 NS 耳:NS333 糖衣錠 白 無 ﾈｵﾆﾁﾌｧｰｹﾞﾝC錠 日新製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性肝疾患治療 9203中止
333 NY 333 NY333 5mg:5mg 裸錠 薄橙黄～薄

黄
無 ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠 葉酸 5mg 日本製薬 葉酸製剤 0201ﾋｰﾄ変更 9706ﾋｰﾄ変

333
SPR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠150mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 0111中止 930827収載

333 333 RTF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 9606
ﾋｰﾄ変更 95本体刻印

333 TYK333 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠10mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
333 333 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ

ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

9807ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 8109収載

333 Tw 333:50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾘﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 高尿酸血症治療剤 101119収載
333 Bristol VP 333 軟ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤 ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 9503中止
334 TYK334 20mg:TYK334

20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

扶桑薬品工業
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1006ﾋｰﾄ20mg追加等

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20)

334 DK334 DK334：100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾛｽﾀｽRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg ﾀﾞｲﾄ-旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0804中止
334 DK334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾛｽﾀｽRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 持続性Ca拮抗剤 0806中止 0304大正富山

医薬品販売
334 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～黄橙 無 ｼｰｺﾚﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本医薬品工業 消炎鎮痛剤 9910中止 9103変更
334 PH334 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏﾘｰｻﾞ錠15 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 自律神経賦活剤 8905中止
334 TNX 334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤/淡黄 ﾄﾗﾈｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 大洋薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9003中止 薬価削除
334 TTS-334 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾐｸﾘﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 高田製薬-杏林製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9401中止
334 Tw 334 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠100mg｢

ﾄｰﾜ｣
塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 081107収載

335 KK 335:5 裸錠 白 無 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐｰﾙ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 小林薬学工業-東和薬品 心機能改善薬 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
010706収載

335 SW 335:5 SW-335 5:5mg 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾛｰﾙ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 選択的β 1遮断剤 0812頃本体ｺｰﾄﾞ5追加
335 KN 335 KN335 50mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載
335 KYK 335:5 KYK335 裸錠 白 無 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐｰﾙ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-東和薬品 心機能改善薬 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

335 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/帯黄白 ｼﾝｷﾉﾝ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本医薬品工業 代謝性強心剤 9812中止 9008記号変更
335 ｎ 335:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 日医工 統合失調症治療剤 101119収載
335 NP 335 NP-335 2mg:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢

NP｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

335 PH335 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏﾘｰｻﾞ錠25 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 自律神経賦活剤 97中止
335 Th335 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｢S｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢性神経障害治療剤 92中止
335 TZN-90 335 裸錠 白 有 ﾀﾝﾁﾅｰｾﾞ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大洋薬品工業 消炎酵素剤 94中止
336 DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

336 DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0706中止 0407ﾋｰﾄ変更
（表12.5mg追加等）

336 裸錠 黄橙 有 ｼﾝｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本医薬品工業 代謝性強心剤 9304中止
336 NS 336 NS336 1：1mg 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 日新製薬 経口抗凝血剤 0805ﾋｰﾄ表変更(1mg→

NS336 1) 0711ﾋｰﾄ表変
更(NS336 1→1mg)

336 OH-336 OH-336 75mg:75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
OHARA｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 大原薬品工業 H2受容体拮抗薬 020705収載

336 PH336 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏﾘｰｻﾞ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 自律神経賦活剤 0609中止
336 336 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾙﾄﾞﾏｲｼﾝ錠50 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 大洋薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製 0909中止
336 UPJOHN 336  UPJOHN

336
UPJOHN 336 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/淡青 ﾘﾝｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg 塩酸ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗生物質製剤 0912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ裏→表

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)
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337 KK 337 裸錠 白 有 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐｰﾙ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 小林薬学工業-東和薬品 心機能改善薬 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

337 HD 337 HD 337 HD-337 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ﾕﾍﾞｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 心筋代謝障害改善剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞｷﾉﾝ｢ｶﾌﾟｾ
ﾙ｣)

337 KN 337:0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢MEEK」に変更)
小林化工とﾋｰﾄ異なる
050708収載

337 KN 337:0.2 KN337 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.2) 明治製菓とﾋｰﾄ異な

337 KN 337:0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.2) 小林化工とﾋｰﾄ異な

337 KN 337:0.2 KN337 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢MEEK｣に変更)
明治製菓とﾋｰﾄ異なる
050708収載

337 KYK 337 KYK337 裸錠 白 有 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐｰﾙ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-東和薬品 心機能改善薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

337 MH 337 MH337 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ﾏｲﾗﾝ製薬 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｼﾒﾙｸ錠

337 NP 337 NP-337 4mg:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NP｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

337 OH-337 OH-337 150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢
OHARA｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大原薬品工業 H2受容体拮抗剤 020705収載

337 PH337 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 解毒剤 9212中止
337 337 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚｽﾄｰﾝ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 98中止 940708収載
337 TYK337 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

TYK｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

337 TTS-337 30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｴｰｼｰｺｰﾙ錠30mg ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg 高田製薬 血管強化･止血剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｰｼｰｺｰﾙ錠)

338 KN 338:0.3 KN338 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢MEEK｣に変更)
明治製菓とﾋｰﾄ異なる
050708収載

338 KN 338:0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢MEEK｣に変更)
小林化工とﾋｰﾄ異なる
050708収載

338 KN 338:0.3 KN338 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.3) 明治製菓とﾋｰﾄ異な

338 KN 338:0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.3) 小林化工とﾋｰﾄ異な

338 M338 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾒﾙﾌﾟ錠 ﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾓﾙﾌｧﾝ 10mg 模範薬品研究所 鎮咳剤 9008中止
338 PH338:100mg 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠100mg｢PH｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 解毒剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠)
338 SANKYO 338 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，

10mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
100mg)
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338 SW 338 SW-338 10:10mg 裸錠 橙黄 有 ｶｲﾄﾛﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 沢井製薬 代謝性強心剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｲﾄﾛﾝT10)
0001本体刻印追加 98ﾋｰ
ﾄ裏記号(T10 SW-KA)削

339 339 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/帯黄白 ｼﾝｷﾉﾝ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本医薬品工業 代謝性強心剤 87中止
339 339 CNV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾉﾋﾞﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 920710

収載
339 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 911129

収載
339

CFDN
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1012迄)

339 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1012ﾋｰﾄ変更
339 HT HT339SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾈｵﾋﾟｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 進化製薬 抗血小板剤 9603中止(ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品

工業に承継) 940708収載
339 339 LRT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾘｰﾄ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 脳循環代謝改善剤 中止 920710収載
339 NPI 339 NPI-339:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｿｰﾊﾟｰ100mg錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日本薬品工業 抗血小板剤 1103中止 9607販売
339 NPI 339B NPI-339B:100 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日本薬品工業-日本ｹﾐ

ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
抗血小板剤 1101ﾋｰﾄ表100削除等

339 NPI 339A NPI-339A 50mg:50 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日本薬品工業-日本ｹﾐ
ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗血小板剤 1101ﾋｰﾄ若干変更

339 PH339 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾐﾀﾝ錠10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 97中止
339 SANKYO 339 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，

25mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
250mg)

339 SQUIBB 339 SQUIBB 裸錠 白 無 ﾀﾞｲｱﾃﾞﾐﾙ錠 ﾋﾄﾞﾛﾌﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 利尿降圧剤 9105中止
339 TBP339 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄透明 ﾅｻﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東菱薬品工業-ｲｾｲ EPA製剤 980710収載
340 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟｽﾓﾊﾟﾝ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本医薬品工業 鎮痙剤 9303中止
340 PH340 糖衣錠 黄 無 ﾊｲﾐﾀﾝ錠20 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 97中止
341 裸錠(口腔内崩

壊錠）
帯黄白 有 ﾍﾞｲｽﾝOD錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善

剤
040709収載

341 TYK341:TYK341 20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗｽﾄﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

341 OH 341：10 OH-341 10mg：10mg 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大原薬品工業･ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

0601販売元社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 050708収載

341 PH341 糖衣錠 白 無 ﾄﾅﾐﾝ錠 肝臓加水分解物 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 肝臓加水分解物製剤 97中止
341 SW SW-341:SW-HN 裸錠 白 無 ﾎﾊﾟﾅｰﾙ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 沢井製薬 脳代謝賦活･精神症状改

善剤
89中止

341 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾘｶﾊﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｶﾊﾞﾘﾝ) 0310
社名変更

341 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9806ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9407収載

341 TSU 341 TSU341 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

鶴原製薬 合成抗菌剤 0908商品名変更(前:ﾀﾞｲ
ﾌｪﾝ)

341 ANGE28：TZ341 糖衣錠 赤褐 無 ｱﾝｼﾞｭ28錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ､ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.05mg，
0.03mg

あすか製薬 経口避妊剤(1～6日分) 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ28) 薬価未収載

341 ANGE28：TZ341 糖衣錠 白 無 ｱﾝｼﾞｭ28錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ､ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.075mg，
0.04mg

あすか製薬 経口避妊剤(7～11日分) 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ28) 薬価未収載

341 ANGE28：TZ341 糖衣錠 黄 無 ｱﾝｼﾞｭ28錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ､ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.125mg，
0.03mg

あすか製薬 経口避妊剤(12～21日分) 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ28) 薬価未収載

341 ANGE28：TZ341 糖衣錠 赤 無 ｱﾝｼﾞｭ28錠 (ﾌﾟﾗｾﾎﾞ) あすか製薬 経口避妊剤(22～28日分
ﾌﾟﾗｾﾎﾞ)

0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ28) 薬価未収載

341 裸錠 薄橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0909ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
裏→表等)

342 裸錠(口腔内崩
壊錠）

微黄 有 ﾍﾞｲｽﾝOD錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

040709収載

342 DK 342 DK342 5:5mg DK342 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｱﾙﾛｰﾙ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0103中止 980710収載

177 / 276 ページ



342 裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社
名変更 0504社名変更(合
併)

342 n SU50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0305ﾋｰﾄ表50mg追加，裏
ｶﾀｶﾅ記載など

342 OH 342：20 OH-342 20mg：20mg 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大原薬品工業･ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

0601販売元社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 050708収載

342 PH342：50mg 糖衣錠 橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝE錠｢ﾐﾀ｣ ｺﾊｸ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙｶﾙｼｳ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 0511中止
342 μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡赤 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9806ﾋｰﾄ変更，裏一般名

記載(ｶﾀｶﾅ) 9407収載
342 TSU342 糖衣錠 白 無 ﾀｯｸﾐﾝﾄ 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 鶴原製薬 虚血性心疾患治療剤 10中止
343 DK 343 DK343 10:10mg DK343 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾛｰﾙ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0103中止 980710収載
343 n 343 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾌﾟﾗﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0303本体刻印追加
343 NS 343 NS343 50:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾕｰﾘｯｸ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日新製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
343 OH-343 OH-343 OH-343 37.5mg：37.5 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｻﾁｶﾌﾟｾﾙ37.5 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 大原薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
H2受容体拮抗剤 050708収載

343 PH343 糖衣錠 赤 無 ﾌﾞｲ12 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0406中止
343 SW 343 SW-343 3：3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘｻﾞｽﾄ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 RA寛解導入剤 1103久光製薬中止
343 CZ 50 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)

000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

344 TYK344 15mg 裸錠 極薄橙 有 ｱﾗﾌﾟﾘｯﾄ錠15mg 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 大正薬品工業 ACE-I降圧剤 0707中止 020705収載
344 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾚﾊﾞｽﾀﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日新製薬 肝機能障害改善剤 0712中止 0710ﾋｰﾄ表記

号変更(前:NS344)
344 OH-344 OH-344 OH-344 75：75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｻﾁｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 大原薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
H2受容体拮抗剤 0911頃ﾋｰﾄ若干変更

050708収載
344 SW 344 SW344 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾁｰﾑ錠50 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
沢井製薬 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 03頃ﾋｰﾄ変更 940708収

載
344 CZ 100 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)

000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

344 TSU344 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾌｪﾘﾝL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 鶴原製薬 持続性脳微小循環改善 9909中止 980710収載
345 DK345 DK345 37.5mg:DK345

37.5mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞｲｽﾊﾟｽSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0810ﾋｰﾄ若干変更

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｽﾊﾟｽSRｶ

345 NS 345 NS345：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌｨｵﾗﾝｽ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日新製薬 骨粗鬆症治療剤 0812商品名変更(前:ﾌｨｵﾗ
ﾝｽ錠)

345 PH345 糖衣錠 赤 無 ﾐﾀﾝA 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝ配合剤 0511中止
345 SANKYO 345 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝSE錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ治療剤 9903中止
345 ﾁﾜﾝ 10mg SW-345 SW-345 10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 沢井製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1012本体ｺｰﾄﾞﾁﾜﾝ10mg

追加
345 裸錠 淡橙 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mg)

346 TYK346 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾙﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 血管拡張性β 1遮断薬 020705収載
346 ﾁﾜﾝ 5mg SW-346 SW-346 5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 沢井製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
346 BR 20 μ g DORNALIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

347 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾌﾟﾛﾌｪﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9105中止
347 PH347 糖衣錠 黄 無 ﾐﾀﾝF10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0307中止
347 BR 40 μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体製剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)
030704収載

347 裸錠 白 無 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠(0.1mg) ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.1mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

347 裸錠 白 有 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠)
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348 348 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 89中止
348 PH 348 PH348 25mg：25mg 糖衣錠 黄 無 ﾌﾙﾙﾐﾝ錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0903中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
348 LM μ

μ g
裸錠 白 無 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ

ﾄとして)
大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘

導体製剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載

349 NS 349 100mg:100mg 裸錠 白 無 ﾕｰﾘｯｸ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日新製薬・第一三共ｴｽ 高尿酸血症治療剤
349 PH349 50mg：50mg 糖衣錠 黄 無 ﾌﾙﾙﾐﾝ錠50 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0903中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
350 TYK350:TYK350 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
150)

350 ADS 350 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｱﾃﾞｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
350 E 94 裸錠 白 無 ｴｱﾛﾊﾟｯｸｽ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ﾐﾄﾞﾘ十字 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 9606中止 9502本体刻印

本体のEは逆三角形の中
にE

350 糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
350 KW350 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9010中止
350 KW 350:5 KW350:KW350 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉｰｾﾞｱ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 共和薬品工業 消化管運動改善剤 100528収載
350 KYK 350 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢

KOBA｣
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

350 MO350 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 持田製薬 止血剤 9509中止

350 FH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｾｰﾌ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大原薬品工業 頻尿治療剤 9403中止 900713収載
350 PH350 糖衣錠 赤 無 ｿﾙﾊﾞ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9808中止
350 TTS 350 TTS-350 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ｼﾞｬﾐｰﾙ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢ﾀｶﾀ｣にへ変更)
050708収載

350 TTS 350 TTS-350 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｬﾐｰﾙ錠
0.2mg)

350 W 350 S500μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
350 裸錠 白 有 ｱﾃﾞﾉｯｸ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬 尿酸生成抑制剤 1008中止 0710社名変更

（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
351 DK 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ﾀﾞｲﾄ-日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症治療剤 0107中止 990709収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 1002ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除

0504社名変更(合併)
351 KK 351 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ)
030704収載

351 KW351 KW351 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾆﾄﾊﾞﾆｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 共和薬品工業 抗悪性腫瘍剤 9205中止
351 MO351 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 持田製薬 止血剤 9509中止

351 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ｢日医工｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本医薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 9108中止
351 NP 351:0.5 0.5mg NP-351:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 070706収載
351 NS 耳:NS351 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾍﾑﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 日新製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 02頃中止
351 OH 351:2 OH-351 2mg:2mg 裸錠 白 有 ﾊﾗﾚｰｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大原薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0712中止 960705収載

351 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9406本体刻印

351 PH 351 PH351：20mg 糖衣錠 白 無 ﾐﾀﾋﾟﾗ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ Ca拮抗性降圧剤 0609中止 900713収載
351 SH351(茶) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶褐 無 ﾌﾟﾛﾏｰﾙ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 昭和薬品化工 肝疾患治療剤 9810中止
351 t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ

ｾﾞ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
351 t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠5mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 090925収

載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾑｾﾞﾝ錠)
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351 TTS 351 TTS-351 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｼﾞｬﾐｰﾙ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg「ﾀｶﾀ｣に変更)
050708収載

351 TTS 351 TTS-351 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｬﾐｰﾙ錠
0.3mg)

351 Tw 351:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

351 ｱﾙﾀｯﾄ37.5 TZ351 TZ351 37.5：37.5mg
TZ351

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg あすか製薬 H2受容体拮抗剤 0510本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 0208ヒート裏変更
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

351 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｲｽﾝ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

0102ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

352 DK 352
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ﾀﾞｲﾄ-ｻﾝﾄﾞ 高脂血症治療剤 0804中止 0602ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601販売元社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

352 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9707
ﾋｰﾄ裏変更

352 KW 352 KW352 糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠2mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg 共和薬品工業 神経安定剤 0210承継（ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳよ
り）

352 NP 352:1 1mg NP-352:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 070706収載
352 OH 352:3 OH-352 3mg:OH-352

3mg
裸錠 白 有 ﾊﾗﾚｰｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大原薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0712中止 960705収載

352 SW 352 SW-352 50mg：50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾄﾌｨｽ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 自律神経調整剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾌｨｽ錠) 0304
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-TTF)削除

352 μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｱﾃﾞｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0403中止 9710ﾋｰﾄ変更
8406収載

352 TYK352:TYK352 5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

352 TYK352:TYK352 5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

352 Th 352 Th352 ST:ST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾁﾀｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 酵素性消炎剤 9808中止
352 TKS 352 TKS352 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾛｸｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 広範囲経口抗菌剤 0602頃中止 0110販売元

変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ) 970711
収載

352 Tw 352:3 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 101119収載
352 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｲｽﾝ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善

剤
0104ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

353 KW 353 KW353 糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠4mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg 共和薬品工業 神経安定剤 0210承継（ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳよ
り）

353 NP 353:2 2mg NP-353:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 070706収載
353 OH-353 OH-353 OH-353 0.1mg：0.1 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1

「OHARA」
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大原薬品工業･高田製薬 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
0912ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ) 050708収載

353 TYK353:TYK353 10 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

353 TKS 353 TKS353 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾛｸｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 広範囲経口抗菌剤 0602頃中止 0110販売元
変更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

353 Tw 353:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

354 TYK354 20mg 裸錠 白 有 ﾀｲｼﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

狭心症治療用ISMN製剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
020705収載
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354 KN 354:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

354 KYK 354 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

354 NS 354 NS354 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢NS｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日新製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

354 OH-354 OH-354 OH-354 0.2mg：0.2 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2
「OHARA」

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大原薬品工業･高田製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0912ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ) 050708収載

354 SH354(赤) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｱｲｶｽF錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

15mg 昭和薬品化工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9809中止 9709ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

354 TTS 354 50mg 50：TTS354 50 ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾐｺｼｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 深在性真菌症治療剤 030704収載
355 DK 355 DK355 裸錠 白 有 ｽﾘｸﾞﾉｰﾙ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ 低血圧治療剤 02頃中止 990709収載
355 KN 355:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

355 KW 355 糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠8mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg 共和薬品工業 神経安定剤 0210承継（ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳよ
り） ﾊﾞﾗのみ

355 KYK 355 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

355 NP 355 NP-355 400mg:400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁﾗﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 090515収載
355 NS 355 NS355 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢NS｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日新製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

355 TTS 355 100mg 100：TTS355 100 ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾐｺｼｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 高田製薬-塩野義製薬 深在性真菌症治療剤 030704収載
355 Tw 355:1 Tw355 1mg:1mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 東和薬品 抗精神病剤 091113収載
356 KN 356:1 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

356 KYK 356 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg
「KOBA」

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

356 n 356 裸錠 白 無 ｽﾄﾛｰｸ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日医工 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0605頃中止 0206ﾋｰﾄ変
更(記号裏から表へ)
900713収載

356 NS 356 NS356 1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢日新｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日新製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

357 HD 357 HD-357 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/淡青
緑

ﾘﾎﾟﾓﾝﾄ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 菱山製薬 脂質代謝･末梢血行異常
改善剤

9910中止

357 KN 357:3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

357 KW ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100 100:KW357 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 共和薬品工業 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

357 糖衣錠 白 無 ｽﾘｰﾀﾞｸﾆﾝ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工
業

去痰･気道粘膜正常化剤 92中止

357 NP 357:2.5 2.5mg NP-357:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ｶﾞﾚﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

357 NS 357 NS357 3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢日新｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日新製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

357 PH 357 PH357 50mg：50mg 皮膜錠 白 無 ｷﾈﾙﾀﾞｰ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

357 Tw 357:2 Tw357 2mg:2mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 東和薬品 抗精神病剤 091113収載
358 HD 358  HD 358 150mg HD-358:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤/橙赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢

NP｣
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗結核･抗ﾊﾝｾﾝ病抗生

物質製剤
1004中止

358 KW ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200 200:KW358 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 共和薬品工業 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

359 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
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359 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工
業

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

359 NS 359 NS359 30mg:30mg 裸錠 赤橙 無 S-ｱﾄﾞｶﾙ錠30mg ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg 日新製薬 血管強化･止血剤 1007ﾋｰﾄ表30mg追加
081219収載(商品名変更
に伴い，前:S-ｱﾄﾞｶﾙ錠)

360 KW360 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ｱﾒﾙ｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 共和薬品工業 催眠鎮静剤 9502中止
360 NS 耳:NS360 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾈｵﾌﾗﾋﾞﾝ錠10 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 日新製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 96中止
360 PH360 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶 無 ｴﾀﾅﾘｰ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 慢性肝疾患治療剤 8905中止
360 TSU360 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｽｹﾞﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 鶴原製薬 消炎鎮痛剤 中止
360 YD 360 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｬｽﾄﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 陽進堂 血管代謝改善剤 9712中止
360 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ錠(5mg) ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 0302SP→PTP ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
361 PH361 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ATP錠｢ﾐﾀ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 代謝性製剤 0609中止
361 SW 361 SW-361 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg（ﾌﾞﾛﾓｸ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして）
沢井製薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾝ錠)
0210ﾋｰﾄ変更 98～99ﾋｰﾄ
裏記号(SW-PU)削除

361 TSU361 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾁｽｹﾞﾛｰﾙ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 鶴原製薬 組織呼吸賦活剤 9601中止 940708収載
361 ANGE21 TZ361 糖衣錠 赤褐 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ

ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
0.050mg，
0.030mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

361 ANGE21 TZ361 糖衣錠 白 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.075mg，
0.040mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

361 ANGE21 TZ361 糖衣錠 黄 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.125mg，
0.030mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

361 裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠 ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.02mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 0111中止 8707変更
361 DVC0.08 裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠0.08mg ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.08mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
361 裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠0.08mg ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.08mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 0111中止 9712ﾋｰﾄ変更，

表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
362 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～微帯黄
白

有 ｾﾛｹﾝL錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg 藤沢薬品工業 徐放性高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 920417
収載

362 KW362 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅｯｸﾚｽLｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0703中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

362 糖衣錠 淡赤橙 無 ｾﾅﾝ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 7.2mg 日本医薬品工業 緩下剤 9303中止
362 PH362：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ錠50mg｢ﾐﾀ｣ 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 糖尿病治療剤 0908中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:塩
酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ錠｢ﾐﾀ｣)

362 SW 362 SW-362 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾁｸﾋﾟﾛﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 抗血小板剤 0706商品名変更(前:ﾁｸﾋﾟ
ﾛﾝ錠) 00ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ
裏SW-TI削除

362 TSU362 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｽﾃﾅｰﾙS ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 9604薬価削除
362 YD 362 YD362 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾒﾗﾙﾀﾞ錠400 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 940708収載
363 KW 363 KW363:KW363 裸錠 白 無 ﾅｯｸﾚｽ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 共和薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0703中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ﾅｯｸ
ﾚｽ錠)

363 n 363 裸錠 白 有 ｾｷﾛｲﾄﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｷﾛｲﾄﾞ錠)
920710収載

363 Y 363 D YD363 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg「YD」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 0810日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
050708収載

364 PH364 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾐﾀﾊﾟﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0110中止
364 YD 364 YD364：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

第一三共ｴｽﾌｧ
尿失禁・頻尿治療剤 0911ｻﾝﾄﾞ中止 050708収

載
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364 裸錠 白 無 ﾙﾄﾗｰﾙ錠2mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 2mg 塩野義製薬 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾄﾗｰﾙ錠)
0105ﾋｰﾄ変更(横型→縦
型) 表裏商品名記載

365 PH365 15mg：PH365
15mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 FAD錠｢ﾌｧﾙﾏｰ｣15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

15mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0609中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:FAD
錠｢ﾌｧﾙﾏｰ｣)

365 SW-365 300:300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾊﾟﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 EPA製剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

365 YD 365 YD365：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
第一三共ｴｽﾌｧ

尿失禁・頻尿治療剤 0911ｻﾝﾄﾞ中止 050708収
載

366 AK 366:80 AK366 80mg:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢あすか｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg あすか製薬-武田薬品工 前立腺癌治療剤 090515収載
366 HD-366 裸錠 類白 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
366 NS 366 NS366 50:50mg 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢NS｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日新製薬 食後過血糖改善剤 090515収載
366 PH 366 PH366：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾙﾛｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 抗血小板剤 0812商品名変更(前:ﾌｧﾙ

ﾛｼﾞﾝ錠)
366 366 YD366 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢

YD｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 陽進堂 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
1012ｻﾝﾄﾞ中止 1001ﾋｰﾄ
表5mg追加

366 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ-D錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾒｽﾄﾗﾉｰ
ﾙ

5mg，0.05mg 塩野義製薬 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0903中止 0612ﾋｰﾄ表裏D
追加 0004ﾋｰﾄ変更，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

367 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｷｼｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0712迄)，商品名
変更に伴い(新：ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣)
0306ﾋｰﾄ変更

367 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1011中止 0712商品名変
更(前:ｾｷｼｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ)

367 NS 367 NS367 100:100mg 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢NS｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日新製薬 食後過血糖改善剤 090515収載
367 PH 367 PH367：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾙｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
367 TSU 367 TSU367 裸錠 白 有 ﾁｽﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 鶴原製薬 催眠･鎮静剤 9610ﾋｰﾄ記号化 9402本

体ｺｰﾄﾞ化
367 367 YD367:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢

YD｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
1012ｻﾝﾄﾞ中止 070706収
載

368 HD-368 100mg：100mg 糖衣錠 褐 無 ﾚﾊﾞﾗﾐﾝ腸溶錠100mg 肝臓加水分解物 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝臓加水分解物製剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾊﾞﾗﾐﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬），ﾋｰﾄ変更

368 糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

陽進堂-日医工 緩下剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾙ錠) 陽
進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸとﾋｰﾄ
異なる

368 Th368 Th368 CY:CY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙 ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ｢BM｣ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 細胞呼吸賦活剤 9808中止 951201商品名
変更(前:ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ
｢BMT｣)

368 TSU 368 TSU368 10mg:10mg 裸錠 白 有 ﾁｽﾎﾞﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 鶴原製薬 催眠･鎮静剤 94本体ｺｰﾄﾞ化
368 YD 368:5 YD368 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 陽進堂・あすかActavis製

薬，武田薬品工業
持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

369 n 369 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 日医工 抗ﾘｳﾏﾁ剤 990709収載
369 PH369 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾀｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ

ｾﾞ単位
東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血管代謝改善剤 9212中止 900713収載

369 YD369:1 0 YD369 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

369 NR-D1 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ-D錠1 塩野義製薬 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 9404中止
370 KW 370:100 KW370 100:KW370 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100mg｢ｱﾒ 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 共和薬品工業 躁病・躁状態治療剤 020705収載
370 PH370 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾌｪﾝ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳循環代謝改善剤 9212中止 900713収載
370 P 10 TTS-370 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg

｢ﾀｶﾀ｣
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠10)
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370 P 10 TTS-370 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 旧品名(090925ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀｶﾀ｣に変
更) 050708収載

371 KP 371 裸錠 薄赤 無 ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞﾙ
錠5) 0703ﾋｰﾄ裏記号変

371 BMS 371 PE 10 裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで) 910315
収載

371 BMS 371 BMS371 10 裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0902迄)，製造販
売元変更に伴い(新:ｱﾙﾌ
ﾚｯｻﾌｧｰﾏ)

371 HD 371:0.5 HD-371 0.5mg:0.5 裸錠 桃 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠0.5mg｢
HD｣

ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･田辺三菱製
薬

経口抗凝血剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304社名変
更（前：菱山製薬）

371 KW 371 KW371 裸錠 白～淡黄白 無 ﾆﾄﾛｽﾛｰ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 共和薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9503中止 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠
200mg｢ｱﾒﾙ｣と同じｺｰﾄﾞ

371 KW 371:200 KW371 200:KW371 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 共和薬品工業 躁病・躁状態治療剤 95年中止のﾆﾄﾛｽﾛｰ錠
(成分:硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ)と同
じｺｰﾄﾞ

371 MED 371 MED-371:10 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢MED｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

080704収載

371 PH371 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾌｪﾝ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳循環代謝改善剤 9212中止 900713収載
371 裸錠 白 有 ｴﾄﾅｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄)，SP→

PTPへ 9705変更(Sc371
371 Sc 371 Sc371 90mg ETO90：

90mg
裸錠 白 有 ｴﾄﾅｰｾﾞ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 0903中止 0512商品名変

更(前:ｴﾄﾅｰｾﾞ錠)，本体
ｺｰﾄﾞ記載 0306SP→
PTP， 9705変更(Sc371

371 P 20 TTS-371 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg
｢ﾀｶﾀ｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠20)

371 P 20 TTS-371 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 旧品名(090925ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀｶﾀ｣に変
更) 050708収載

371 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

薄灰ﾋﾟﾝｸ 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

372 KP 372
372

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｷﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾌﾟﾚｽ錠10)

372 BMS 372 BMS372 5 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0902迄)，製造販
売元変更に伴い(新:ｱﾙﾌ
ﾚｯｻﾌｧｰﾏ)

372 DSC 372 DSC372 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 片面：白 片
面：白～帯黄
白

無 ﾚｻﾞﾙﾀｽ配合錠LD ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ，ｱ
ｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ

10mg，8mg 第一三共 高親和性ARB/持続性Ca
拮抗薬合剤

100416収載

372 HD 372:1 HD-372 1mg:1 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠1mg｢HD｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･田辺三菱製
薬

経口抗凝血剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304社名変
更（前：菱山製薬）

372 KW TAN:5 5:KW372 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ｱﾒﾙ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

372 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠100mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 100mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 0106ﾋｰﾄ表
100mg追加 97ﾋｰﾄ裏変更
(NA100削除)

372 MED 372 MED-372:20 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢MED｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

080704収載

372 t 372 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾅﾌﾄｼﾞｰﾙ錠2 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大洋薬品工業 高血圧治療剤 030704収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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372 裸錠 橙黄 無 ﾍﾟﾘｸﾛﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管強化止血剤 92中止

372 TTS 372:2.5 TTS-372 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

高田製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

372 TU 372:1 TU372 1mg:TU372 1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢TCK｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 辰巳化学･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

373 DSC 373 DSC373 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

片面：白 片
面：白～帯黄
白

無 ﾚｻﾞﾙﾀｽ配合錠HD ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ，ｱ
ｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ

20mg，16mg 第一三共 高親和性ARB/持続性Ca
拮抗薬合剤

100416収載

373 HD 373:2 HD-373 2mg:2 裸錠 淡黄 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠2mg｢HD｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･田辺三菱製
薬

経口抗凝血剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304社名変
更（前：菱山製薬）

373 KW TAN:10 10:KW373 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢ｱﾒﾙ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

373 n 373 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾃｰﾄ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

373 SW-373 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾁｸｰﾙ250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 沢井製薬 末梢神経代謝賦活剤 9301中止
373 TTS 373:5 TTS-373 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
高田製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

373 TU 373:3 TU373 3mg:TU373 3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢TCK｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 辰巳化学･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

374 KP 374 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

明るい灰黄 無 ｷﾌﾟﾚｽ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

080418収載

374 n 374 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾃｰﾄ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日医工 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

374 t 374 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾅﾌﾄｼﾞｰﾙ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大洋薬品工業 高血圧治療剤 030704収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

374 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ｵｽﾃﾝ錠)

375 n 375 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾟﾛﾌﾞﾛｯｸ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 日医工 血管拡張性β 1遮断薬 0302ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ

375 NP 375:5 5mg NP-375:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ｶﾞﾚﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

375 PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9105まで)
375 PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9105変更
375 TYK375 5：TYK375 5mg 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

375 PTU02 PT U02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾅｼﾝ錠 ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9511
ﾋｰﾄ裏商品名記載

375 PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾅｼﾝ錠)

376 HD 376 HD-376 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｲﾐﾁﾝ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 菱山製薬 抗炎症･鎮痛剤 9611中止
376 n 376 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾟﾛﾌﾞﾛｯｸ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 日医工 血管拡張性β 1遮断薬 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
376 SW 376 SW-376 500:500μ g 糖衣錠 淡黄 無 ﾒﾁｸｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 沢井製薬・日本ｹﾐﾌｧ 末梢性神経障害治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾁｸｰﾙ500)
0203ﾋｰﾄ変更

376 TYK376 10：TYK376
10mg

裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

376 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載

377 KW 377 KW377:377 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾘﾗｰｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 筋緊張緩和剤 980710収載
377 ｎ 377 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠75mg｢日医工｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
091113収載
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377 NP 377:10 10mg NP-377:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｶﾞﾚﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

377 NS 377 NS377：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｲﾋﾞｽ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日新製薬 消炎酵素剤 0802中止 0404本体ｺｰﾄﾞ
追加

377 TYK377 20：TYK377
20mg

裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

377 COL 裸錠 白 無 ｺﾙﾋﾁﾝ錠 ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 抗痛風剤 0405中止 0110社名変更
377 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ

ﾀｿﾞﾝとして)
武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2

型糖尿病治療剤-
100528収載

378 ｎ 378 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢日医工｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

379 TSU 379 TSU379 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾁｽﾀﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 鶴原製薬 β 受容体遮断剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｽﾀﾛｰﾙ錠)

379 TYK379  50mg TYK379:TYK379 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
380 KW 380 KW380:KW380 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾉｰｾﾞｱ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 共和薬品工業 消化管運動改善剤 960705収載
380 PH380:250μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗紅/暗紅 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾐﾀ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0609中止
380 TBP 380 TBP380 錠剤 白 有 ﾚｵﾌﾟﾗｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

東菱薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0203中止 920710収載

380 TSU 380 TSU380 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｽﾀﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 H2受容体遮断剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｽﾀﾒｯﾄ錠)

380 TYK380  100mg TYK380:TYK380 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
381 KW 381 100:KW381 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾙﾊﾞｸｼﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 共和薬品工業 広範囲経口抗菌剤 03～04頃中止 960705収

載
381 NS 381 NS381 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｼﾞﾙﾍﾟﾝﾀﾞｰ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日新製薬 抗血小板剤 0909商品名変更(前:ｼﾞﾙ

ﾍﾟﾝﾀﾞｰ錠)，ﾋｰﾄ若干変更
381 PH381:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/帯黄白 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0703中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
381 TBP 381 TBP381 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾆｶﾘﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 東菱薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害 中止 960705収載
381 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂 高単位総合消化酵素製

剤
0910中止 98本体ﾏｰｸ変

381 20mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾙﾓﾝ錠20mg ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

肝機能改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾙﾓﾝ錠)

382 KW 382 200:KW382 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾙﾊﾞｸｼﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 共和薬品工業 広範囲経口抗菌剤 03～04頃中止 960705収
載

382 PH382 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾐﾀﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 消化酵素剤 中止
382 TJN 382 67：67 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾄﾗｲｺｱｶﾌﾟｾﾙ67mg ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 大正薬品工業-帝人ﾌｧｰ 高脂血症治療剤 041215収載
382 TSU 382 TSU382 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｽﾀﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 鶴原製薬 H2受容体遮断剤 0905発売
382 TSU382 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｽﾃﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ

ｾﾞ単位
鶴原製薬 血管代謝改善剤 9404中止 900713収載

382 TYK 382 TYK382:TYK382 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾈﾀﾞｯｸｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 0904ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
050708収載

382 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞFｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高単位総合消化酵素製
剤

0908中止 0702販売会社
社名変更(前:東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

383 TSU 383 TSU383 100mg:100mg 裸錠 白 有 ﾁﾙﾐﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 鶴原製薬 気管支拡張剤 9401本体ｺｰﾄﾞ化 920710
収載

383 YD383 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透
明

ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

384 TSU384 50mg：50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾁﾙﾐﾒｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 鶴原製薬 不整脈用剤 0305ﾋｰﾄ変更

384 YD 384 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗｳﾍﾟﾍﾟ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 陽進堂 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0203中止 920710収載
385 KW:385 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 0105ﾋｰﾄ裏商品名記載

920710収載
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385 SW 385 SW-385 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0205ﾋｰﾄ50mg追記など
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AO50)
削除

385 TSU385 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾁﾙﾐﾒｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 鶴原製薬 不整脈用剤 0306ﾋｰﾄ変更
385 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 98頃中止 ﾋｰﾄYD385のも

のを販売している
385 YD385 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ﾃﾞｽﾞ

ﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ)
385 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡赤 有 ﾈｼｰﾅ錠6.25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 6.25mg(ｱﾛｸﾞ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして)
武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2

型糖尿病治療剤-
100611収載

386 KW:386 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 920710収載
386 NS 36 NS386 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｬﾙﾏｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1005迄) 0802

販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

386 SW 386 SW-386 100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
AO100)削除，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

386 TYK386:TYK386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.1mg｢TYK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

386 TYK386 0.1mg:TYK386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾝﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業・興和創薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾀﾑｽﾛｼ
ﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.1mg｢

386 200mg YD386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 陽進堂 胃炎･胃潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表200mg追加

386 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

微黄 有 ﾈｼｰﾅ錠12.5mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 12.5mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

387 KW 387 KW387:KW387 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 080704収載
387 NS 387 NS387 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｽﾀﾐｵﾝ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日新製薬･科研製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
387 TYK387:TYK387 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ

0.2mg｢TYK｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

387 TYK387 0.2mg:TYK387 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾝﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業・興和創薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾀﾑｽﾛｼ
ﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.2mg｢

387 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾈｼｰﾅ錠25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 25mg(ｱﾛｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

388 NS 388 NS388 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｽﾀﾐｵﾝ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日新製薬･科研製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
388 TSU388 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾒﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 鶴原製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 980710収載
389 KW 389 KW389:KW389 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾙﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 共和薬品工業 胃炎・胃潰瘍治療剤 980710収載
390 KW 390 裸錠 白 有 ﾃｵｽﾛｰL錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 0703中止 010706収載
390 SW 390 SW-390 5:5mg 糖衣錠 白 無 ｲｿｸﾘﾝ糖衣錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-IS5)削除 900713収
載

390 TYK 390 TYK390 0.1mg:0.1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

390 裸錠 白 有 ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 塩野義製薬 排卵誘発剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠)
0612ﾋｰト若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載裏→表等)

390 裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0611ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0502本体割線
入(表 横一本，裏 十字)

391 KW 391 裸錠 白 有 ﾃｵｽﾛｰL錠400 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 0703中止 010706収載
391 SW 391:10 SW-391 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｿｸﾘﾝ錠10mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 沢井製薬 心身安定剤 101119収載
391 TBP391 糖衣錠 白 無 ｿﾙｺﾍﾌﾟｼｰﾙ錠 肝臓加水分解物 100mg 東菱薬品工業 肝水解物製剤 中止
391 TYK 391 TYK391 0.2mg:0.2mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠

0.2mg｢興和ﾃﾊﾞ｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
101119収載
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391 裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0612ﾋｰﾄ若干変更(表裏
30削除等)

392 GT392SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾞﾚﾄﾘｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 進化製薬 解毒剤 9603中止
392 JD-392 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟｺｿﾙﾄﾞｰﾙ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 緩下剤 0104中止 940708収載
392 SW-392:SW-SED5 糖衣錠 淡青緑 無 ｾﾃﾞﾊﾟﾑ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 89中止
392 TJN 392 100：100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾄﾗｲｺｱｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大正薬品工業-帝人ﾌｧｰ 高脂血症治療剤 041215収載
393 PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
393 PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
393 TYK393:TYK393 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
394 A394 裸錠 白 有 ｱﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 帝三製薬 高尿酸血症治療剤 0012中止
394 NCP 394A NCP394A：100 裸錠 白 有 ｱﾝｼﾞｰﾌ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 高尿酸血症治療剤 0706本体ｺｰﾄﾞ追加

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝｼﾞｰﾌ)

394 PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
394 PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
394 TYK394:TYK394 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
395 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和

物
2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏
2.5削除等) 020426収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

395 LC 90 LC395SV 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｼﾝｶ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 進化製薬 消炎酵素剤 9603中止
395 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA20mg) 0303ﾋｰﾄ変更

395 NCP395A 糖衣錠 緑 無 ﾊﾟｲﾈｼﾝ錠 日本ｹﾐﾌｧ 消炎酵素剤
削除)，裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

395 NS395 裸錠 白～淡褐白 有 ﾍﾞﾙｼｰﾈ内服錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

日新製薬 腫脹緩解用酵素剤 0206中止 950707収載

395 Sc 395:25 Sc395 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄 有 ｾｲﾌﾞﾙ錠25mg ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ 25mg 三和化学研究所 糖尿病食後過血糖改善
剤

051209収載

395 TBP 395 TBP395 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾅｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 東菱薬品工業 消炎酵素剤 98中止
395 TYK395 15mg:TYK395 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

396 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 97ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

396
SAL

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品

持続性Ca拮抗剤 0203中止 970908販売

396 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA40mg)

396 Sc 396:50 Sc396 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｾｲﾌﾞﾙ錠50mg ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ 50mg 三和化学研究所 糖尿病食後過血糖改善
剤

051209収載

396 SW 396 SW-396 0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾕｰﾊﾟﾝ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰﾊﾟﾝ0.5)

396 TBP396 TBP396 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ｳﾃﾞｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 中止
396 Tw 396 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 東和薬品 循環機能改善剤 090515収載
396 TYK396 30mg:TYK396 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

397 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ250mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 97ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

397 Sc 397:75 Sc397 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｾｲﾌﾞﾙ錠75mg ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ 75mg 三和化学研究所 糖尿病食後過血糖改善
剤

051209収載

397 SW 397 SW-397 1:1mg 裸錠 白 有 ﾕｰﾊﾟﾝ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰﾊﾟﾝ1.0)
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397 TBP397 TBP397 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｳﾃﾞｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 0012中止
398 C-39B 250 C-39B・250 250：250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾅｼﾞｪﾙ錠250mg 塩酸ｾﾍﾞﾗﾏｰ 250mg 中外製薬 高ﾘﾝ血症治療剤（ﾘﾝ結合

性ﾎﾟﾘﾏｰ）
030401収載

398 KW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
398 SW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
398 SW 398 SW-398 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT200)
398 Tw 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
399 AP399SV 糖衣錠 赤 無 ATP錠｢ｼﾝｶ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 進化製薬 代謝性製剤 9603中止
399 糖衣錠 青 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠100mg｢ﾀﾞｲｻ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 帝三製薬 解毒剤 9304中止
399 KW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
399 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠｢ﾚﾀﾞﾘｰ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 高尿酸血症治療剤 9906中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
399 SW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
399 SW 399 SW-399 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT100)
0302ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ），100mg追加

399 TBP 399 TBP399 裸錠 白 無 ﾄﾋﾞｵｽﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 東菱薬品工業 骨粗鬆症治療剤 中止 960705収載
399 Tw 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
399 γ -399 糖衣錠 黄 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢第三｣

50mg
ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 帝三製薬 代謝性製剤 中止

400 Tu 400 Tu AL-400:Tu AL-400 裸錠 白 有 ｱｲﾗｯｸｽ錠400mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 辰巳化学 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

400 ZP65 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯赤褐～褐 ｱｻｺｰﾙ錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 400mg ｾﾞﾘｱ新薬工業-協和発酵
ｷﾘﾝ

潰瘍性大腸炎治療剤 091211収載 ｾﾞﾘｱ新薬工
業とﾋｰﾄ異なる

400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯赤褐～褐 ｱｻｺｰﾙ錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 400mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 潰瘍性大腸炎治療剤 091211収載 協和発酵ｷﾘ
ﾝとﾋｰﾄ異なる

400 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0909商品名変更(前:ｿﾞﾋﾞ
ｽﾀｯﾄ錠400)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

400 M 010 M010:M010 400 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠400mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠
400)

400 n 213 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 日医工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0308ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ

400 M 010 M010:M010 400 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(090515ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ
錠400mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802ｺｰﾄﾞ変更，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

400 SW 317 SW-317 400：400mg 裸錠 白 無 ｱｼﾛﾍﾞｯｸ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 沢井製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

400 MED 712 MED-712 400 裸錠 白 無 ｱｼﾛﾐﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090515収載
400 ｎ 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｸﾛｰﾙ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 日医工 H2受容体拮抗剤 0911発売
400 KY 15 KY・CLO-4 400mg：

400mg
裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(前:科薬)

0502製造元，ｺｰﾄﾞ変更
400 JG E27 JG E27:400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢JG｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 0911発売
400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
H2受容体拮抗剤 0905発売

400 SW 902 SW-902 400:400 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁﾊﾟｰﾙ錠400 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 0911発売
400 NP 355 NP-355 400mg:400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁﾗﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 090515収載
400 TYK141 400mg:TYK141

400
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 0905発売

400 徐放性錠剤 白 無 ｾﾚﾆｶR錠400mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 400mg 興和-興和創薬･田辺三
菱製薬

抗てんかん剤・躁状態治
療剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0610製造販
売会社社名変更，統合に
伴い(前:日研化学)

400 TSU 321 TSU321 400mg:400mg 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｱﾄﾛﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 鶴原製薬 抗ｳｲﾙｽ剤 0804中止 020705収載
400 NPI 625A NPI-625A:400 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｸﾛﾋﾞﾙ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 日本薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載
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400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 大日本住友製薬 H2受容体拮抗剤 0504頃本体ｺｰﾄﾞ変更
400 Sc257 Sc257 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾀﾞﾝｽｰﾙ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 三和化学研究所 H2受容体拮抗剤 0911発売

400 Tw 263 Tw263 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 0911発売
400 TSU 382 TSU382 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｽﾀﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 鶴原製薬 H2受容体遮断剤 0905発売
400 Tw 123 Tw123 400mg:400mg 裸錠 白 有 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠400mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 東和薬品 気管支拡張剤 0806商品名変更(前:ﾃｵﾌ

ﾙﾏｰﾄL錠400)
400 TYK325 400 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
400 VH4 VH4 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠400mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0603ヒートｺｰﾄﾞ変更

（VH4->VH400)，ﾋｰﾄ裏記

400 PH 614 PH614：400mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾙﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

400 YO MG4 YO MG4 400mg:YO MG4
400mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠400mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 400mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 080704収載

400 SN 2 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0108中止 010706収載
400 ACV 400 TAIYO 626:400mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

400 ACV 400 TAIYO ACV400:400mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
400 C400 C400:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～微黄白 有 ｼﾒﾕﾝｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ｹﾐｯｸｽ-竹島製薬 H2受容体拮抗剤 0207中止 940708収載

400 CBT400 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ400mg ｼﾉｷｻｼﾝ 400mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 9403中止
400 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠

400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 010706収載 ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

400 GPN 400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠400mg ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ 400mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗てんかん剤 060915収載
400 M 400 BY M 400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡灰赤 有 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg 塩酸ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ 400mg(ﾓｷｼﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品-塩野義製薬 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)，販
売元変更に伴い(新:ﾊﾞｲｴ
ﾙ薬品) 051209収載

400 M 400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡灰赤 有 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg 塩酸ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ 400mg(ﾓｷｼﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 1007ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

400 MERCK 010 MERCK010
400:MERCK010 400mg

裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾒﾙｸ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0801迄)，社名変
更に伴い 0607社名変更

400 TMC:400MG ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄橙 無 ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀﾅｲｰﾌﾞ錠400mg ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加
物

400mg(ﾀﾞﾙﾅ
ﾋﾞﾙとして)

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090903収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

400 REL Sc102 REL400:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾚﾘﾌｪﾝ錠400mg ﾅﾌﾞﾒﾄﾝ 400mg 三和化学研究所 持続性抗炎症･鎮痛剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾘﾌｪﾝ錠)

400 SBS 474 SBS474 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504頃迄) 0104
製造元変更 9710ﾋｰﾄ裏
変更(400TAG削除)

400 ACV 400 TAIYO 626:400mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

400 TG400 15 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

091113収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ15mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

400 TTS-272 400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾀｶﾐｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 高田製薬 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀｶﾐｼﾞﾝC錠
400mg) 900713収載

400 Th283 TOG400:TOG400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄｰｶﾞｽﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ H2受容体拮抗剤 9704中止 940708収載
400 TTS 400 TTS-400 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｶ

ﾀ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 高田製薬･ﾏﾙﾎ 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

400 Tu-IE 400 Tu IE-400:Tu IE-400
400mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢TCK｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 0911発売
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400 P F:U 400 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠400 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
400mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

400 P F:U 400 Otsuka PF U400
400mg:400mg

徐放錠 白 有 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠400mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠400(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

400 裸錠 白～淡黄 有 ｽﾊﾟｽﾒｯｸｽ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 興和-興和創薬 平滑筋鎮痙剤 0804中止 0610社名変
更，統合に伴い(前:日研

400 MK 05 MK05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 ﾋｰﾄ商品名表→裏
000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

400 MK 05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
401 13-401 裸錠 白 無 ﾊﾋﾟｽｵﾙ 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｲｾｲ 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(0202迄)
401 AK 401 AK401 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢あす

か｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

持続性Ca拮抗薬 080704収載

401 BMS 401 25 BMS401:BMS401
25mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 日本ｱｯﾌﾟｼﾞﾖﾝ 抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9311まで) 9305製
造販売元変更 910823収
載

401 CG 401 0.5mg:CG401 0.5mg ﾄﾛｰﾁ 白 無 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 口内殺菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0906迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
大洋薬品工業) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾗﾄﾞｰﾙ口中錠)

401 CG 401 ﾄﾛｰﾁ 白 無 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 0907ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更，製造販売元変
更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ)

401 CMX401 錠剤 白 有 ｽﾄｹﾐﾀﾞｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

ｹﾐｯｸｽ 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 940708収載

401 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈﾗﾝ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
401 OZE 1mg:FY401 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｵｾﾞｽﾀﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 富士薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 03頃中止 940708収載
401 IC-401 裸錠 白 無 ﾊﾋﾟｽｵﾙ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｲｾｲ 気道粘液溶解剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾋﾟｽｵﾙ)
401 JK401 A 裸錠 白 無 ｵｰｿ777-28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ

ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
0.5mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(1～7日分) 0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

401 JK401 B 裸錠 淡橙 無 ｵｰｿ777-28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.75mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(8～14日分) 0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

401 JK401 C 裸錠 橙 無 ｵｰｿ777-28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(15～21日分) 0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

401 JK401 P 裸錠 黄 無 ｵｰｿ777-28 (ﾌﾟﾗｾﾎﾞ) ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(22～28日分
ﾌﾟﾗｾﾎﾞ)

0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

401 KH 401 KH401 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋｽﾛﾝ錠5 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 協和発酵ｷﾘﾝ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

401 KYO 401 KYO401 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙｾﾘﾝ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 京都薬品工業 切迫流･早産治療剤 9706中止 940708収載
401 M401  M401 M401 100mg:M401 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾏ

ｲﾗﾝ｣
ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経

機能改善剤
080201収載(商品名変
更，前:ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

401 ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg MED-401 MED-401:0.1 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.1mg｢MED｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

401 MPI 401 MPI401 耳:MPI401 裸錠 白 無 ﾐﾌﾛｰﾙ錠 ｶﾙﾓﾌｰﾙ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

401 MY-401 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏｲｾﾗｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 前田薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9311中止 900713収載
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401 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 日本新薬 前立腺癌治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

401 NMB 401 NMB401:NMB401 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
401 NMB 401 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 97ﾋｰﾄ変

更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
401 NMB 401 NMB401：250 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0812販売元変更(前:万有

製薬) 0601ﾋｰﾄ変更
401 NS 41 NS401：1mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾙｽﾀﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802中止 0606商品名変

更(前:ﾍﾞﾙｽﾀﾁﾝ錠) 0210
本体ｺｰﾄﾞ化

401 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｵﾉｸﾚｲﾝPｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10国際単位 小野薬品工業 循環改善酵素剤 0009中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

401 t 401 ﾄﾛｰﾁ 白 無 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 0910ｺｰﾄﾞ変更
401 TC401  TC401 TC401 200mg：TC401

200mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾄﾗﾌｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾄﾗﾌｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0608ﾋｰﾄ表記号，裏
200mg追加 0207ﾋｰﾄ裏記

401 TKS 401 CZ:TKS401 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｰｼﾞﾘﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

旧ﾋｰﾄ 0110販売元変更
(旧:ﾅｶﾞｾ医薬品)

401 TKS 401 TKS401:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｰｼﾞﾘﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0709中止 0607販売会社
社名変更

401 TSU401 糖衣錠 白 無 ﾂﾙｾﾙﾋﾟ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9707中止
401 TTS 401 TTS-401 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ

ｶﾀ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 高田製薬･ﾏﾙﾎ 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

401 Tw401 Tw401 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/薄黄
褐

ﾒｷﾄﾗｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 950707収載

401 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

402 13-402 裸錠 白 有 ｺﾝﾄﾚﾑ 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg ｲｾｲ 消化性潰瘍治療剤 9306中止
402 BMS 402 50 BMS402:BMS402

50mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 日本ｱｯﾌﾟｼﾞﾖﾝ 抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9311まで) 9305製

造販売元変更 910823収
載

402 CG 402 0.5mg:CG402 0.5mg ﾄﾛｰﾁ 淡紅 有 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 口内殺菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0906迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
大洋薬品工業) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾗﾄﾞｰﾙS口中錠)

402 CG 402 ﾄﾛｰﾁ 淡紅 有 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 0907ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更，製造販売元変
更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ)

402 JK402 裸錠 橙 無 ｵｰｿM-21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(1～21日分) 旧ｺｰﾄﾞ（0302迄） 0201製
造元社名変更 990902販
売 990616承認

402 M402  M402 M402 200mg:M402 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ
200mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

402 ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg MED-402 MED-402:0.2 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢MED｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

402 t 402 ﾄﾛｰﾁ 淡紅 有 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 0910ｺｰﾄﾞ変更
402 Tw402 Tw402 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷﾄﾗｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 950707収載
402 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ﾋﾟﾅﾃﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東光薬品工業 EPA製剤 0002中止 980710収載
402 裸錠 白 無 ｱﾑﾉﾚｲｸ錠2mg ﾀﾐﾊﾞﾛﾃﾝ 2mg 東光薬品工業-日本新薬 再発・難治性急性骨髄球

白血病治療剤
050603収載

402 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

淡紅 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠60mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

60mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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403 CG 403 RIM:CG 403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/赤褐 ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0004迄)

403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎﾙﾐﾗｰｾﾞ 第一製薬 消化酵素剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

載(ｶﾀｶﾅ)
403 IC-403 裸錠 白 有 ｲﾉｵﾀｰ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg ｲｾｲ 脳･末梢血流障害改善剤 0705中止 舌下錠
403 KN 403 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾘｵﾀﾞﾝ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 小林化工 合成抗菌剤 9609中止 940708収載
403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｲ･ﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ 日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 0901中止 0310本体ｺｰﾄﾞ

追加
403 NG 403 RIM:NG 403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/赤褐 ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 0004ｺｰ

ﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

403 NG 403 403 NG 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/赤褐 ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾏｸ
ﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ)

403 SD 403 SD 403 裸錠 白 有 ﾊｲﾃﾚﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 昭和薬品化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9907中止 980710収載
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

403 SW-403:SW-BA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾋﾞｵｱﾘｱﾝEｶﾌﾟｾﾙ 沢井製薬 消化酵素製剤 90中止
403 TG 403  TG 403 TG403 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ

25mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
不整脈治療剤 080704収載

403 TK TK403 硬ｶﾌﾟｾﾙ わずかに黄
帯白/わずか
に黄帯白

ﾌﾙｴｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 武田薬品工業 抗悪性腫瘍剤 旧ｺｰﾄﾞ(9104まで)

403 Tw403 Tw403 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｴｸﾍﾟｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰ

403 Tw403  Tw403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｸﾍﾟｯｸｶﾌﾟｾ

404 CG 404 OSC:CG 404 OSC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾗｽﾎﾟｱｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9604中止
404 裸錠 白 有 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ錠5mg ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 5mg 第一三共 ﾚﾄﾛ･ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ)
404 DK 404 DK404:DK404 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾘﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾘﾝ錠5)

404 IC-404 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠50｢ｲｾｲ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg ｲｾｲ 不整脈治療剤
404 M404 DA-0.25 裸錠 黄 有 ﾀﾞｲｻﾛｲﾄﾞ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 模範薬品研究所 血圧降下剤 9101中止
404 t 404 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
黄～黄褐 無 ｿｱﾚｼﾞﾝ錠250mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
404 TYK404:TYK404 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5mg｢

TYK｣
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，

気管支喘息治療剤
090515収載

404 TG 404 TG 404 TG404 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

不整脈治療剤 080704収載

404 Tw404
37.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾚﾙﾓﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 東和薬品 徐放性鎮痛･抗炎症剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ｿﾚﾙﾓﾝSRｶﾌﾟｾﾙ)

405 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟｽﾑｽ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 第一製薬 胆･膵･尿路鎮痙剤 0312中止 98ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
405 20 DK405 DK405:DK405 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾊﾟｼﾞﾋﾟﾝLA20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0212中止 000707収載
405 UST:IC-405 裸錠(花型) 淡赤 有 ｳﾙｿﾄﾗﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｲｾｲ 降圧利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｳﾙｿﾄﾗﾝ)
405 KH 405 KH405 200mg:HYSH

200mg
裸錠 白 有 ﾋｽﾛﾝH錠200mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
200mg ﾌｧｲｻﾞｰ-協和発酵ｷﾘﾝ 抗悪性腫瘍経口黄体ﾎﾙ

ﾓﾝ剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾛﾝH200)

405 KN 405 KN405 30mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾄﾐﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 小林化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｾﾙﾄ
ﾐﾄﾞ錠)

405 MPI405 裸錠 白 有 ﾀｽｵﾐﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 三井製薬工業 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0010頃迄)
900713収載
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405 10M 10M SCHERING:10mg 裸錠 白 有 ﾀｽｵﾐﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝ錠)，ﾋｰﾄ裏MPI405削

405 糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本製薬 強心配糖体 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
405 糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本住友製薬 強心配糖体 0602中止 0507PTP包装

中止 97ﾋｰﾄ変更，表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

405 SANKYO 405 裸錠 白 無 ﾛｲｺﾝ錠10mg ｱﾃﾞﾆﾝ 10mg 第一三共 白血球減尐症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(大原薬品工業へ)

405 SW-405:SW-TR 糖衣錠 淡黄橙 無 ﾄﾗﾗﾝﾀ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 沢井製薬 過敏大腸症治療剤 9409中止
405 TG 405  TG 405 TG405 75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
H2受容体拮抗剤 080704収載

405 Tw 405 Tw405 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 東和薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ10)

405 口腔内崩壊錠 薄赤み黄/く
すんだ赤み

無 ﾅｾﾞｱOD錠0.1mg 塩酸ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0504社名変更(合併)

406 DK 403 DK403:DK403 2.5mg 裸錠 白 無 ｴﾅﾘﾝ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾘﾝ錠2.5)

406 40 DK406 DK406:DK406 40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾊﾟｼﾞﾋﾟﾝLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0212中止 000707収載
406 IC 406 IC-406 DST 裸錠 白 有 ﾃﾞｱﾉｻｰﾄ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｲｾｲ めまい・平衡障害治療剤 0808本体ｺｰﾄﾞ追加

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｱﾉｻｰﾄ)

406 LC4 裸錠(長円形) 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
406 裸錠(長円形) 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg ﾜｲｽ-ｱｽﾞｳｪﾙ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ(0407迄)

0312社名変更 0310販売
元変更 9709ﾋｰﾄ変更，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

406 T 20 D T20 SCHERING:20mg 裸錠 白 無 ﾀｽｵﾐﾝ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝD錠)，ﾋｰﾄ裏MPI406と
D20削除

406 SW-406:SW-TR15 糖衣錠 白 無 ﾄﾗﾗﾝﾀ錠15 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 15mg 沢井製薬 過敏大腸症治療剤 89中止
406 TG 406  TG 406 TG406 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
H2受容体拮抗剤 080704収載

406 Tw406 300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(ｵｰﾊﾞ
ﾙ形)

淡黄透明 ｼｽﾚｺﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東和薬品 EPA製剤 980710収載

407 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾉｲｴﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍
治療剤

1010製造販売元変更(前:
第一三共)

407 HC 407 HC407 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｼﾞｳﾚﾝS1号 北陸製薬 利尿降圧剤 9207中止
407 IC 407 DST-D IC-407 裸錠 白 有 ﾃﾞｱﾉｻｰﾄ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｲｾｲ めまい・平衡障害治療剤 0808本体ｺｰﾄﾞ追加

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｱﾉｻｰﾄD)

407 TSU407 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 ﾂﾙﾋﾟﾈｰﾄ 鶴原製薬 神経性胃腸疾患治療剤 0305ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
407 Tw407 Tw407 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾓｰﾌﾟﾗｽRｶﾌﾟｾﾙ ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 東和薬品 気管支喘息･脳血管障害

改善剤
99中止 980710収載

408 IC-408 裸錠 白～類白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ｲｾｲ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｲｾｲ 利尿降圧剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ｲｾ
ｲ｣) 0508色変更(前:白)

408 KN 408 KN408 25mg 裸錠 微黄 無 ｹﾞｼﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 0812商品名変更(前:ｹﾞｼﾝ
錠)

408 裸錠 白 無 ﾀﾛｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日本医薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9503中止
408 Tw408 Tw408 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
409 DK 409 DK409 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾙﾋﾟｰﾄﾞ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-あすか製薬，武田

薬品工業
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
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409 IC-409 裸錠 橙黄 無 ﾗﾉﾋﾞ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ｲｾｲ 血管強化止血剤

409 KN 409 KN409 100mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾝﾄ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 小林化工･科研製薬，全
星薬品，ﾏｲﾗﾝ製薬

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

409 糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂-日本医薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9503中止
409 Tw409 Tw409 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
409 TYK 409 TYK409 10mg:TYK409

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 100528収載

410 DK 410 DK410 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾙﾋﾟｰﾄﾞ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ-あすか製薬，武田
薬品工業

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

410 IC-410 裸錠 白 有 ｽﾗｯｸｼﾝ錠200mg ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg ｲｾｲ 筋弛緩剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾗｯｸｼﾝ錠)

410 NS 410 NS410 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾁﾑｹﾝﾄ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載
410 SW 410 GC5533 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬-ｴｲﾊﾟﾑ，吉富

製薬
抗潰瘍･精神神経用剤 0004中止 9805ﾋｰﾄ表変

410 SW 410 SW-410 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬 抗潰瘍･精神用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT50)
0212ﾋｰﾄ変更

410 TKS 410 TKS410 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｵﾘｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 気道潤滑去痰剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 071221収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾀﾞｲｵﾘｰﾙ錠)

410 Tw410 Tw410 Tw410 50mg：50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘｽﾞﾑｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 050610品名変更(前：ﾘｽﾞ
ﾑｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50)

410 TYK 410 TYK410 20mg：TYK410
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 1101ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
040709収載

410 裸錠 白 無 ｽﾞﾊﾞﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日研化学 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

9207中止

411 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾁﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 旭化成工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9301中止 900713収載
411 AK 411 AK411 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢あすか｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

持続性Ca拮抗薬 080704収載

411 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾝﾃｯｸ錠200mg ﾏﾛﾁﾗｰﾄ 200mg 第一三共 肝蛋白代謝改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝﾃｯｸ錠)

411 DK 411 DK411 5:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾛﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0912中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

411 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁﾝ 2mg（ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁ
ﾝとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，製造販
売元変更に伴い(新：長生
堂製薬-田辺製薬販売)

411 FY 411 FY411 裸錠 白 有 ﾙｲﾌﾟﾗｼﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 富士薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0003中止 980710収載
411 IC-411 糖衣錠 淡黄緑 無 ｶﾞｲﾚｽ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 10mg ｲｾｲ 非麻薬性鎮咳剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞｲﾚｽ錠｢ｲｾ
411 NS 411 NS411 20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾁﾑｹﾝﾄ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
411 t 411 裸錠 黄 有 ｸﾚﾏｽﾁﾝ錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ

として)
大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏﾚﾙﾐﾝF錠)
411 裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ

として)
大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(100528ｸﾚﾏｽﾁﾝ

錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
411 TG 411 TG411 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁﾝ 2mg（ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁ

ﾝとして）
長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 1012ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い 1004製造
販売元変更(前：ｱｽﾃﾗｽ

411 TSU 411 TSU411 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾂﾙｾﾋﾟﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 鶴原製薬 循環器官用剤 0009本体記号追加
900713収載

411 TTS 411 TTS-411 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

411 Tw411 Tw411 45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 東和薬品 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載
411 TYK411 200：TYK411

200mg
裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠

200mg(TYK)
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 解熱鎮痛剤 040709収載

411 裸錠 白 有 ｸﾛﾄﾘﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 日研化学 高血圧治療剤 9305中止
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412 DK 412 DK412 10:10mg 裸錠 淡橙赤 有 ﾌﾟﾗﾊﾞﾛﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0908中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

412 HC 412 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 北陸製薬 冠循環増強剤 9806中止 9611ﾋｰﾄ変更
412 IC-412 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾄﾞﾗﾌﾟﾛﾝ30 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0607中止
412 KYO 412:2 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｾﾙ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 京都薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9901中止 97ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

412 MN 412 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日新製薬-明治製菓 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

412 MN 412 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

412 ﾛｷﾀｯﾄ 75mg SW-412 SW-412 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 050708収載
412 MLB  MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ

として)
大洋薬品工業・三和化学
研究所

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)

412 TSU412 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙｾﾋﾟﾝ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 鶴原製薬 循環器官用剤 900713収載
412 TTS 412 TTS-412 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

413 IC-413 裸錠 白 無 ﾕｰﾌﾟﾚｽ錠｢ｲｾｲ｣ ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg ｲｾｲ 利尿降圧剤 9210中止
413 KYO 413:3 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｾﾙ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 京都薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9901中止 97ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

413 M413 TS-0.5 糖衣錠 赤 無 ﾂｴﾙﾌﾞﾐﾝｴｽ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9104中止
413 MN 413 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢

MNP｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日新製薬-明治製菓 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

413 MN 413 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

413 ZE 11 裸錠 白 有 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠
100mg｢ZE｣

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｷｺｰﾙ錠)

413 ZE 11 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

413 T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･科薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(大洋薬品0508
迄，科薬0601迄) 0207ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載等
9801ﾋｰﾄ変更

413 Tw 413 Tw 413 Tw413 25mg：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘｽﾞﾑｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 東和薬品 不整脈治療剤 040709収載
414 DK 414 DK414 200mg：DK414

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱｺﾐｺｰﾙ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg ﾀﾞｲﾄ･ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・抗炎症

剤
0902ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ中止 06
年以前にﾀﾞｲﾄ中止

414 IC-414 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ｲｾｲ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ｲｾｲ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0801中止 91ｺｰﾄﾞ化
414 KN 414 KN414 裸錠 淡黄 無 ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠125｢KN｣ ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg 小林化工 前立腺癌治療剤 020705収載
414 M414 DP-40 裸錠 白 有 ﾃﾞﾋﾟｯｸｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 模範薬品研究所 利尿降圧剤 9104中止
414 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 深在性真菌症治療剤 旧品名，0311品名変更，

ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50へ
030704収載

414 NS 414:5 NS414 5:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡赤 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

091113収載

414 裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
414 裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0008中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
414 ﾛｷﾀｯﾄ 37.5mg SW-414 SW-414 37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 081107収載
414 TTS 414 TTS-414 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

414 Tw414 Tw414 Tw414 15mg：15mｇ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧品名(080620ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢ﾄｰﾜ｣に
変更) 050708収載

414 Tw414 Tw414 Tw414 15mg：15mｇ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ15mg)

415 DK 415 DK415 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾘﾛｼﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業，ﾏｲ
ﾗﾝ製薬

尿失禁・頻尿治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

196 / 276 ページ



415 IC-415 VA 裸錠 黄 無 ﾊﾞﾒｰﾀ錠｢ｲｾｲ｣ 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg ｲｾｲ 末梢循環治療剤 9412中止
415 KN 415 KN415 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ錠200「KN」 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg 小林化工-ﾏﾙｺ製薬 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害

剤，気管支喘息治療剤
030704収載

415 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工 深在性真菌症治療剤 旧品名，0311品名変更，
ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50へ
030704収載

415 NS 415:10 NS415 10:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

091113収載

415 裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
415 裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0008中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
415 O M 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｽ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

415 TSU 415 TSU415 裸錠 薄紅 有 ﾂﾙﾒﾘﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 鶴原製薬 鎮痛･抗炎症・解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾙﾒﾘﾝ錠)

415 TTS 415 TTS-415 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

415 Tw415 Tw415 Tw415 30mg：30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧品名(080620ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢ﾄｰﾜ｣に
変更) 050708収載

415 Tw415 Tw415 Tw415 30mg：30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ30mg)

415 糖衣錠 白 無 ｼﾞｾﾀﾐﾝ錠25 塩酸ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして)

塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

416 150 TSU416 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙﾃﾞｯｸ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして）

鶴原製薬・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ，商品名変更
に伴い(新:ﾂﾙﾃﾞｯｸ錠
150mg) 010706収載

416 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ
ﾋﾞﾒﾘﾝとして)

第一三共 口腔乾燥症状改善薬

に伴い，前:第一製薬)
0202製造元変更(前:雪印

416 DK 416 DK416 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾘﾛｼﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業，ﾏｲ
ﾗﾝ製薬

尿失禁・頻尿治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

416 耳:IC-416 裸錠 白 有 ﾚｽﾀﾉﾛﾝ錠 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg ｲｾｲ 気管支拡張剤 9503中止 93ｺｰﾄﾞ化(SP-
>PTP)

416 NS 416:5 NS416 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

416 Tw416 Tw416 Tw416 75mg：75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｾﾀｰﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 050708収載
417 13-417 裸錠 淡黄緑 無 ﾕｰﾌﾟﾚｽR ｲｾｲ 降圧剤 9306中止
417 NS417:1 0 NS417 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ

ﾚｯﾄ型)
白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

417 AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0208ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 9804ﾋｰﾄ変更 9407
収載

417 75 TSU417 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙﾃﾞｯｸ75mg錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

鶴原製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載

417 Tw417 Tw417 Tw417 13.5mg：13.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾋﾟﾛｰﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg 東和薬品 鎮痛・抗炎症剤 050708収載
418 DK 418 DK418 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞｰ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
ﾀﾞｲﾄ-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，持田製
薬

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 0704販売会社社名変更
(前:科薬) 060707収載

418 IC-418 裸錠 黄 有 ﾕｰﾌﾟﾚｽN錠｢ｲｾｲ｣ ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg ｲｾｲ 末梢循環障害治療剤 9501中止 91ｺｰﾄﾞ化
418 SW 418 SW 418 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｯｸﾀｰｾﾞ錠S 沢井製薬 総合消化酵素製剤 1105中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-MCS)削除
418 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大洋薬品工業 気管支喘息･脳血管障害

改善剤
9905中止 980710収載
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418 150 TSU418 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙﾃﾞｯｸ錠150mg 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして）

鶴原製薬・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更 0606
商品名変更(前：ﾂﾙﾃﾞｯｸ

418 Tw418 Tw418 Tw418 27mg：27mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ｱﾝﾋﾟﾛｰﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg 東和薬品 鎮痛・抗炎症剤 050708収載

419 SW-419:SW-MCT 糖衣錠 白 無 ﾏｯｸﾀｰｾﾞE糖衣錠 沢井製薬 消化酵素製剤 90中止
419 TC419 TC419（耳）:TC419 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾄﾗﾌｰﾙ腸溶ｶﾌﾟｾﾙ

200mg
ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 1102中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ﾌﾄﾗ
ﾌｰﾙEｶﾌﾟｾﾙ)

419 Tw 419 Tw 419 Tw419 1mg：1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｴﾒﾛﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050708収載
420 IC-420 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｳﾙｿﾆﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ｲｾｲ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙｿﾆﾝ錠)

420 M420 TJC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾝｼﾞｭｰﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 模範薬品研究所 胃･十二指腸潰瘍治療剤 9302中止
420 n 420 裸錠 白 有 ﾁﾞｱﾍﾞﾄｰｽ錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 日医工 糖尿病治療剤 1101中止 0612商品名変

更(前:ﾁﾞｱﾍﾞﾄｰｽ1号) 0407
ﾋｰﾄ変更 0401本体刻印，
ﾋｰﾄ変更

420 SW 420 SW-420 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｯｸﾀｰｾﾞ配合錠 沢井製薬 総合消化酵素製剤 101119収載
420 Tw 420 Tw 420 Tw420 2mg：2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾒﾛﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050708収載
421 AK 421 AK421 2.5mg:2.5 mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢あ

すか｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

421 D K:421 DK421 50mg:DK421 50mg 裸錠 薄紅 有 ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ錠50mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 50mg，
5mg(無水物
として）

ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業，日
医工

抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 080704収載

421 FPF 421 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶｲﾛｯｸ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 藤本製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)
421 FPF 421 FPF421:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶｲﾛｯｸ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 藤本製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｶｲﾛｯｸ錠)
0202ﾋｰﾄ裏商品名記載
9308本体変更

421 IC-421 裸錠 白 有 ｴﾘﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｲｾｲ 酵素製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘﾁｰﾑ)

421 ICI421 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

421 ICI421 20D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 900601
収載

421 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾊﾟﾃﾞﾘﾝ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 宇治製薬-共和薬品工業 高脂血症治療剤 0309中止
421 M421 TA-200 裸錠 白 有 ﾁｱﾌﾟﾛｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 模範薬品研究所 脂質代謝･末梢血行改善

剤
9105中止

421 NR 421 NR421:100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/白 ﾌﾙﾂﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄﾞｷｼﾌﾙﾘｼﾞﾝ 100mg 中外製薬 抗悪性腫瘍剤 1105頃ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ裏
NR421削除等)

421 Th 421:50 Th421 ALT:ALT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾛﾃﾉ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 心臓選択性β 遮断剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
9303本体追加

421 Tw421 Tw421 Tw421 0.1mg:0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

421 ZNC 421 10 ZENECA 421 耳:ZENECA
421 10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｾﾞﾈｶ薬品 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

421 ZNC421 10 ZNC421 10 AstraZeneca ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 00ﾋｰﾄ
変更(ZENECAから
AstraZenecaに)

421 ZNC 421 20D D:ZENECA 421
耳:ZENECA 421 20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｾﾞﾈｶ薬品 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

421 ZNC421 20D D:ZNC421 20
AstraZeneca

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0407迄) 00ﾋｰﾄ変
更(ZENECAを
AstraZenecaに)

422 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙黄 ﾃﾞｺﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症治療剤 9612中止

422 IC-422:VK5 糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠5 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｲｾｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 98ﾋｰﾄ表変更
422 NR 422 NR422:200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/白 ﾌﾙﾂﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200 ﾄﾞｷｼﾌﾙﾘｼﾞﾝ 200mg 中外製薬 抗悪性腫瘍剤 1010頃ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ裏

NR422削除等)
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422 SW 422 SW-422 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾃｰﾄSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

422 t 422 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

422 Th422 MST50:MST50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 不整脈治療剤 9707中止 940708収載

422 Tw422 Tw422 Tw422 0.2mg:0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

060707収載

423 IC-423 MU 糖衣錠 黄 無 ﾑｺﾀｲﾄ錠｢ｲｾｲ｣ 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg ｲｾｲ 去痰剤 9409中止 93ｺｰﾄﾞ追加
(SP->PTP)

423 M423 DR-25 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞﾙｯｸ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 模範薬品研究所 冠血管拡張剤 9302中止
423 SW 423 SW-423 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾃｰﾄSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 0507ﾋｰﾄ変更 980710収
423 t 423 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

423 Th423 MST100:MST100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 不整脈治療剤 9806中止 940708収載
424 IC-424 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶 無 ﾌﾟﾛﾌｨﾙ錠｢ｲｾｲ｣ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｲｾｲ 肝機能障害改善剤 9502中止 93ｺｰﾄﾞ化(SP-

>PTP)
424 M424 DR-12.5 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞﾙｯｸ錠S ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 模範薬品研究所 冠血管拡張剤 9210中止
424 SBS 424 SBS424 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 0104製

造元変更 9708ﾋｰﾄ裏変
更(200TAG削除)

424 t 424
10

裸錠 淡黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

424 t 424 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝｾﾘﾝ錠10)，
ﾋｰﾄ若干変更

424 Th 424 Th424 TNT:TNT 糖衣錠 淡橙 無 ﾃﾈｽﾄ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9808中止 950707収載

424 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大日本住友製薬 H2受容体拮抗剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更（製造
元変更に伴い）

425 IC 425 IC-425 裸錠 白 有 ｱﾙｼﾞｵｷｻ錠100mg｢ｲｾｲ｣ ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg ｲｾｲ 消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｼﾞｵｷｻ錠｢
ｲｾｲ｣)

425 M425 DSA 裸錠 淡黄緑 有 ﾀﾞｲｻﾙA錠 模範薬品研究所 血圧降下剤 9107中止
425 糖衣錠 濃桃 無 ﾁﾞｯｸｽS･S ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9106中止
425 t 425

20
裸錠 薄橙黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ

塩酸塩錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

425 t 425 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠20mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝｾﾘﾝ錠20)，
ﾋｰﾄ若干変更

425 Tw425  Tw425 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 070706収載
426 SP FPF-426 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｬﾁｰﾙSPｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤本製薬 消化性潰瘍･精神分裂

病･うつ病治療剤
9005中止

426 IC-426 10 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠10｢ｲｾｲ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｲｾｲ 消炎酵素剤 9502中止 93ｺｰﾄﾞ追加
426 t 426 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾙｲﾙﾋﾞﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
426 Tw426 Tw426

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載

427 IC-427 EH 裸錠 白 有 ｻｲﾊﾞﾈｰﾙ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ｲｾｲ 循環増強剤 0602中止 93ｺｰﾄﾞ追加
(SP->PTP)

427 M427 TB-20 裸錠 橙黄 無 ﾂｰﾋﾞﾀ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9008中止
427 TYK427:TYK427 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

427 t 427 裸錠 白 有 ﾌｽｺﾌﾞﾛﾝ錠 大洋薬品工業 鎮咳剤 0911中止 040709収載
427 Tw427  Tw427 Tw427 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ﾄｰ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0904ｺｰﾄﾞ追加
428 SW 428 SW-428 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｿﾞﾙﾐﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 沢井製薬 心臓選択性β 遮断剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-MZ50)

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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428 t 428 t428 50μ g 裸錠 淡黄白 有 ﾍﾞｾﾗｰﾙ錠50μ ｇ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ ｇ（ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして）

大洋薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

040709収載

428 Tw428 Tw428
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0709中止 060707収載

428 Tw428  Tw428 Tw428 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤 除等） 06収載･販売され

ていたが特許上の問題
から07に中止されていた

429 FPF 429 400:FPF429 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾛｯｸ錠400 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 藤本製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9812中止
429 IC-429 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾌｧｰﾄﾞ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｲｾｲ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾙﾌｧｰﾄﾞ錠｢ｲ
ｾｲ｣)

429 NMB 429 NMB429:NMB429 250mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈﾐﾄﾞ錠250 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ 250mg 万有製薬 痛風治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
429 NMB 429 BANYU 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈﾐﾄﾞ錠250 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ 250mg 万有製薬 痛風治療剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
429 SQUIBB 429 裸錠 白 有 ﾌﾛﾘﾈﾌ錠0.1mg 酢酸ﾌﾙﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 0.1mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 合成鉱質ｺﾙﾁｺｲﾄﾞ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾛﾘﾈﾌ錠)
0804色変更(前:淡紅)

429 SW-429:SW-HP 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 沢井製薬 脳･末梢循環障害改善剤 9409中止 舌下錠 十字割
線

429 t429 μ g 裸錠 淡緑 有 ﾍﾞｾﾗｰﾙ錠250μ ｇ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ ｇ（ﾍﾟﾙ
ｺﾞﾘﾄﾞとして）

大洋薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

040709収載

429 Tw429  Tw429
mg:112.5 mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾄｰﾜ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 東和薬品 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載

430 IC-430 裸錠 黄 無 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ錠30mg｢ｲｾｲ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg ｲｾｲ ｶﾘｳﾑ保留性･利尿降圧
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ錠｢
ｲｾｲ｣)

430 MO430 MO430 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙 ﾁﾄﾚｽﾄ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 持田製薬 組織呼吸賦活剤 0811中止
430 SQUIBB 430 SQUIBB 裸錠 黄 有 ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝ内服錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗真菌性抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9205まで)
430 SQUIBB 430

100mg
裸錠 黄 有 ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝ内服錠100mg ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗真菌

性抗生物質製剤
0707中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｧﾝ
ｷﾞｿﾞﾝ内服錠) 0211ﾋｰﾄ表
SQUIBB， 100mg追加，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

430 SW-430:SW-PEN 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾝｾﾘﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 沢井製薬 冠循環増強剤 9301中止
430 TC 430 耳:TC430 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾄﾗﾌｰﾙ腸溶錠200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾄﾗﾌｰﾙE錠)
430 D7 TSU430 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾑﾅｯﾄ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 鶴原製薬 精神安定剤 0106本体記号追加

920710収載
430 Tw430  Tw430 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/

白～帯黄白
ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
081107収載 ﾊﾞﾗのみ

430 TYK430 TYK430:TYK430 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
TYK｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

0901本体ｺｰﾄﾞ追加

431 431 糖衣錠 白 無 ﾃﾞｼﾞﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日本医薬品工業 抗めまい剤 9106中止
431 AK 431:5 AK431 5mg:5 mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢あす

か｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

431 IC-431 裸錠 白 無 ﾅｰﾚｽﾄ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg ｲｾｲ 鎮痙剤 9502中止 93ｺｰﾄﾞ化(SP-
>PTP)

431 SW 431 SW-431 25：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾝｾﾘﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 沢井製薬 冠循環増強剤 1002中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾍﾟﾝ
ｾﾘﾝ25)

431 TYK431:TYK431 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

431 t 431:0.5 裸錠 白 有 ﾜｰﾘﾝ錠0.5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 大洋薬品工業 経口抗凝血剤 0503販売
431 TSU 431 TSU431 1mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾄﾘﾈﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 鶴原製薬 筋緊張緩和剤 02頃本体ｺｰﾄﾞ追加

980710収載
431 Tw431  Tw431

mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｾﾀｰﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 081107収載
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432 IC 432 IC-432 裸錠 白 有 ｹﾄﾌﾞﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｲｾｲ 高尿酸血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾄﾌﾞﾝA) 05頃
本体ｺｰﾄﾞ追加

432 PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
432 PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
432 SW 432 SW-432 2mg：2mg 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg 沢井製薬 循環改善剤 0706中止 0306頃ﾋｰﾄ変

更 0004本体刻印 舌下錠
432 TYK432:TYK432 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢

TYK｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
060707収載

432 t 432:1 裸錠 白 有 ﾜｰﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 経口抗凝血剤 0503販売
432 TSU432 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/橙 ﾃﾞﾑﾅﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 鶴原製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾞﾑﾅﾛﾝｶﾌﾟｾ
432 Tw432  Tw432 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 090515収載
433 耳:IC-433 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾛﾅﾊﾞｿﾝ 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ｲｾｲ 虚血性心疾患治療剤 96中止 93ｺｰﾄﾞ化(SP-

>PTP)
433 1:PT 433 裸錠 淡橙 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
433 SW 433 SW-433 200:200mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾌﾟﾘﾝﾒｰﾄ錠200mg ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 沢井製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 1003中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝ
ﾒｰﾄ錠)

433 TYK433:TYK433 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載

433 433:TIAV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱﾍﾞｽ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9101中止
433 Tw433  Tw433 Tw433 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 東和薬品 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 091113収載
434 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅白 無 ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠7.5mg 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏大腸症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠)
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

434 IC-434 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲｶﾙｽE錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ｲｾｲ 抗悪性腫瘍剤 中止 940708収載
434 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾝ錠(2mg) 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
434 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0607中止 0304社名変更

（統合に伴い）
434 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
434 TC434  TC434 100mg TC434:100mg

TC434 ﾋｰﾄ耳裏:UFT
T100

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg)，ﾋｰﾄ耳裏記号
記載へ変更等

434 Tw 434 Tw 434 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 東和薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
435 IC-435:AGL25 糖衣錠 橙赤 無 ｱｼﾞﾘｰｽD ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｲｾｲ 冠血管拡張剤 0001中止 9703ﾋｰﾄ表変
435 裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾏﾐﾝ ｼﾞﾒﾝﾋﾄﾞﾘﾅｰﾄ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社

名変更
435 SW 435 SW-435 40mg：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞﾋﾟﾝ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
03頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MDP40)削除
900713収載

435 TC 435 TC435 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾗﾆﾝ錠50 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

50mg 大鵬薬品工業 放射線保護･白血球減尐
症治療剤

9311中止

435 3μ g:3μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1005発売
436 IC-436:PAE 裸錠 白 無 ﾊﾟﾝｴﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ｲｾｲ 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾝｴﾙｺﾞｯﾄ)

438 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

青透明 ｱｰﾃﾝS.R. 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 5mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 9202中止

438 裸錠 淡黄 無 ｼﾅｰﾙ配合錠 塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝC･ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ
配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾅｰﾙ錠
200)，本体･ﾋｰﾄ裏200削

439 SW-439:20 SW-ST 裸錠 白 有 ｻﾜﾀｰﾙ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 89中止
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440 GC:44 GC440:GC440 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ錠-ﾖｼﾄﾐ 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 不整脈治療剤 9908中止 9804商品名変

440 IC-440 裸錠 黄～橙黄 有 ﾄﾘﾃﾞﾐﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｲｾｲ 代謝性強心剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘﾃﾞﾐﾝ)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

440 SW-440 100 糖衣錠 黄 無 ﾃｸﾛﾝ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 微小循環改善剤 9909中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-TL)削除

440 t 440 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

040709収載

440 TC440 TC440 50mg:TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 95ﾋｰﾄ裏変
更 950317収載

440 TC440 TC440 50mg:50mg TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧本体，ﾋｰﾄ(0503頃迄)
440 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨ 50 50mg:50mg TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0503頃本体商品名記載

(本体TC440削除等)，ﾋｰﾄ
変更

440 YD440 糖衣錠 白 無 ﾕﾆﾋﾞﾀﾝK1錠｢5mg｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0506中止
441 TC441 TC441 100mg:100mg TC441 ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧本体，ﾋｰﾄ（0503頃迄，

本体商品名記載に伴い）
441 AK 441 AK441 100mg:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg あすか製薬-武田薬品工

業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

1101ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾜｲｽ)

441 CHINO  CHINO FPF441 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ﾁﾉｶﾌﾟｾﾙ125 ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 125mg 藤本製薬 経口胆石溶解剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1001頃迄)
060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁﾉｶﾌﾟｾﾙ｢ﾌｼﾞ
ﾓﾄ｣)

441 Tu DS･150  Tu DS･150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾄﾞﾙｾﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 辰巳化学-日医工 H2受容体拮抗剤 020705収載
441 PT 441 裸錠 淡橙白 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.25mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9402色変更(旧:
441 TC441 TC441 100mg:TC441 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9509ﾋｰﾄ

裏変更 950317収載
441 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨ 100 100mg:100mg TC441 ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0503頃本体商品名記載

(本体TC441削除等)，ﾋｰﾄ
変更

441 糖衣錠 黄 無 ﾕﾆﾋﾞﾀﾝK1錠｢10mg｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0506中止
442 IC-442 裸錠 黄～橙黄 有 ﾊﾞｲﾗﾌﾞ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｲｾｲ 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ

ﾐﾝ剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｲﾗﾌﾞ)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

442 NPI 442 NPI 442 糖衣錠 白 無 ﾘﾏｺｰﾙ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 日本薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0101中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

442 PT 442 裸錠 淡橙 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.5mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 9509ﾋｰﾄ裏商
品名記載

442 TC442  TC442 TC442 20mg:20mg
TC442 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T20

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ20)，ﾋｰﾄ耳裏記号追

442 TSU442 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｯﾌﾟｵｰﾅﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 鶴原製薬 抗痙縮剤 0709中止
442 YD442 糖衣錠 緑 無 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ錠｢25mg｣ 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 25mg 陽進堂 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ 0708中止
443 IC-443 AMT:IC-443 裸錠 白 有 ｱﾄﾐﾗｰﾄ錠200mg ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ｲｾｲ 脂質代謝･末梢血行改善

剤
0812商品名変更(前:ｱﾄﾐ
ﾗｰﾄ)

443 t443 t443 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

経口抗真菌剤 1004ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止
0911大洋薬品工業中止
0901日医工中止

443 TC443  TC443 TC443 25mg:25mg
TC443 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T25

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ25)，ﾋｰﾄ耳裏記号記

443 TSU443 糖衣錠 黄 無 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ錠(ﾂﾙﾊﾗ) ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 鶴原製薬 降圧利尿剤 00以前に中止
443 TYK443:TYK443 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢

TYK｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動賦活剤 080704収載

443 YD 443 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾙﾅｰｸ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 陽進堂 心疾患治療剤 01頃中止 900713収載
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444 P-D 444:250 裸錠 白～微黄白 無 ﾎﾟﾝﾀｰﾙ錠250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0210ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

444 SW 444 SW-444 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾌﾞﾚｼﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 沢井製薬 鎮痛・抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾚｼﾝ錠)

444 t444  t444 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶ
ﾌﾟｾﾙ45mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大洋薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｾﾗﾑLｶﾌﾟｾ
ﾙ45)

444 TYK444 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

444 t444  t444 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｾﾗﾑLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大洋薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 旧品名(090925ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ
45mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

444 TSU444 糖衣錠 黄 無 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝS錠(ﾂﾙﾊﾗ) ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 鶴原製薬 降圧利尿剤 9601中止
444 YD444 糖衣錠 白 無 ﾄﾞﾛｰﾏｰ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 陽進堂 循環機能改善剤 0708中止 900713収載
445 裸錠 淡黄褐 無 ﾄﾘｺﾏｲｼﾝ腟錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ﾄﾘｺﾏｲｼﾝ(外) 5万単位 藤沢薬品工業 抗真菌剤 0008中止
445 TYK445 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠

150mg｢TYK｣
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

445 TSU445 0.25mg：0.25mg 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg「TSU」 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 鶴原製薬 睡眠導入剤 040709収載
445 YD445 糖衣錠 白 無 ｶｽﾋﾟﾀｰﾅ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 陽進堂 筋緊張性疾患治療剤 0301中止 920710収載
446 YD446 糖衣錠 薄橙 無 ｺｳﾗｾｼｰﾙ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 陽進堂 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤 本態性振戦治療
剤

0812中止 0812日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｺｳﾗ
ｾｼｰﾙ錠)

447 SW 447 SW-447 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗｲﾍﾟｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

447 TC 447:25 25mg TC447：TC447
25mg

裸錠 淡黄白 無 ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 25mg（ﾎﾘﾅｰ
ﾄとして)

大鵬薬品工業 還元型葉酸製剤 0810本体25追加，小型化

447 YD447 糖衣錠 白 無 ｼｭｳﾋﾞﾄﾙ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 陽進堂 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0708中止 940708収載
448 MH 448 Aspirin 100mg MH448：

MH448
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg「ﾏｲ

ﾗﾝ」
ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 080201収載(商品名変

更，前:ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠
100mg「ﾒﾙｸ」)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

448 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 日医工 免疫抑制剤 050708収載

448 SW 448 SW-448 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗｲﾍﾟｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

448 YD 448 FC14 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢FC｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ H2受容体拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾌﾟ
ﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg(陽進堂･
日医工)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
(同成分)

448 YD 448 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 旧品名(100528ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠10mg｢YD｣に変更)，旧
ｺｰﾄﾞ･剤型 日医工とﾋｰﾄ
異なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

448 YD 448 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0808中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

449 BP 449-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾅﾋﾟｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812中止 0604ﾋｰﾄ表記
号(1)追加，ﾋｰﾄ裏記号変

0601社名変更(前:日本ﾍ
449 HA449SV 糖衣錠 白 無 ｼﾝｶｰﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 進化製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9504中止 940708収載
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449 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 日医工 免疫抑制剤 050708収載

449 NPI 449A NPI 449A 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾃﾞｺｯｸ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日本薬品工業・日本ｹﾐ
ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞｺｯｸ錠)

449 NPI 449 NPI-449 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾗﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 日本薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0803中止
449 OY 449 OY4490 裸錠 白 有 ｵﾘﾄﾐﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0104中止 980710収載
449 YD 449 FC15 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢FC｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ H2受容体拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾌﾟ

ﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg(陽進堂･
日医工)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
(同成分)

449 YD 449 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 旧品名(100528ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠20mg｢YD｣に変更)，旧
ｺｰﾄﾞ･剤型 日医工とﾋｰﾄ
異なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

449 YD 449 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0807中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

450 BEL:IC-450 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾙｸﾞﾌｫﾙﾑ 塩酸ｶﾙﾎﾞｸﾛﾒﾝ 75mg ｲｾｲ 虚血性心疾患治療剤 9306中止
450 MO 450:5 MO450 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠5mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 5mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

450 NR450 NR450：300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

白 無 ｾﾞﾛｰﾀﾞ錠300 ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ 300mg 中外製薬 抗悪性腫瘍剤（手術不能
又は再発乳癌）

0911ﾋｰﾄ若干変更(裏
NR450削除等) 030606収
載

450 SW-450 SW-BO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾎﾞﾅﾎﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 9409中止
450 VGC：450 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡赤 無 ﾊﾞﾘｷｻ錠450mg ﾊﾞﾙｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩 450mg(ﾊﾞﾙｶﾞ

ﾝｼｸﾛﾋﾞﾙとし
て)

田辺三菱製薬 抗ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ化学療
法剤

0710社名変更（前：田辺
製薬）

450 裸錠 黄～橙黄 無 ﾌﾞﾛﾆｶ錠40 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 40mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

951124収載

451 AK 451 AK451 200mg:200 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg あすか製薬-武田薬品工
業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

11頃ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾜｲｽ)

451 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0204迄)
451 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （胃・十二指腸潰瘍，統合

失調症，うつ病・うつ状
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

451 MO 451:10 MO451 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠10mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 10mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

451 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾛｷｻｼﾞﾝ 20mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9803中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

451 SW-451 SW-451 20：20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟﾛｷﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 0706中止 0308ﾋｰﾄ変更，
表20追加等 98～99ﾋｰﾄ
裏記号(SW-PIR20)削除

451 TKS 451 RU:TKS451 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｱﾀﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(01頃迄) 0110販売
元変更(旧:ﾅｶﾞｾ医薬品)

451 TKS 451 TKS451 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｱﾀﾞﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
科研製薬

頻尿治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾙｱﾀﾞﾝ錠)

451 TYK 451 TYK451 5mg:TYK451 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
TYK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

451 裸錠 黄～橙黄 有 ﾌﾞﾛﾆｶ錠80 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 80mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

01頃ﾋｰﾄ変更 951124収
載

452 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
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452 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本住友製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)，製造販
売元変更に伴い(新：日医

452 SW-452 SW-452:SW-NIF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾌﾛｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 9301中止 900713収載
452 TYK 452 TYK452 10mg:TYK452 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢

TYK｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

453 TYK453 2.5:TYK453
2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

454 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病，うつ病，胃･
十二指腸潰瘍治療剤

旧本体･ﾋｰﾄ(0204迄)

454 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神分裂病，うつ病，胃･
十二指腸潰瘍治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ)

454 SW 454 SW-454 80：80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾄﾌｪﾛﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
454 TYK454 5:TYK454 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

455 TYK455 5mg:TYK455 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
456 TYK456 10mg:TYK456

10mg
裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

458 IC-458 糖衣錠 白 無 ﾃﾞｱﾉｻｰﾙ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ｲｾｲ めまい･平衡障害治療剤 0612中止 0201ﾋｰﾄ裏商
品名記載他

458 HX50 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾞﾛﾓｯｸｽ錠 ｷﾈﾀｿﾞﾝ 50mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 降圧利尿剤 9307中止
460 IC 460 IC-460 200mg 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ｲｾ ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg ｲｾｲ 解熱鎮痛剤 1005中止 050708収載
460 Th 460 Th460 TMF 裸錠 白 無 ﾀﾓﾌｪﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗乳癌剤 9806中止 94ﾋｰﾄ変更
460 YD 460 YD460:20μ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗﾄﾞﾙﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三
共ｴｽﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体剤

020705収載

461 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0205迄)
461 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （統合失調症，うつ病・う

つ状態）
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

461 SW 461 SW-461 250:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾃﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 沢井製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾃﾝ錠)

461 TSU461 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｵﾘｰｾﾞ錠5mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 鶴原製薬 精神安定剤 920710収載
461 YD 461 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾐﾅｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 陽進堂 持効性Ca拮抗剤 020705収載 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠

5mg｢FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

461 YD 461 FC13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢FC｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ 持効性Ca拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾆ
ｿﾐﾅｰﾄﾞ錠5mg(陽進堂販
売)と本体ｺｰﾄﾞ同じ(同成

462 TYK462 12.5mg:12.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

101119収載

462 TSU462 30mg 裸錠 白 有 ﾅｵﾄﾞﾘｰﾙ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 鶴原製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

0602中止

462 YD462 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾊﾟﾉﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 陽進堂 膵胆道･尿路系鎮痙剤 0507中止 940708収載
463 HC463 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄 ｽﾏﾄｯｸSｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 北陸製薬 組織修復性抗潰瘍剤 9801中止

463 TSU463 60mg 裸錠 白 有 ﾅｵﾄﾞﾘｰﾙ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 鶴原製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

中止 940708収載

463 TYK463:TYK463 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

463 463 YD463 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌﾞﾗｰｸﾊｳｽ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 陽進堂 経口蛋白分解酵素阻害 0907中止 960705収載
464 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ､ﾌｪﾉﾊﾞ

ﾙﾋﾞﾀｰﾙ
7.5mg，15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏大腸症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗﾝｺﾛﾝP錠)
464 TYK464:TYK464 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg

｢TYK｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

464 464 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｴﾙｿﾞﾝS錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 陽進堂 脳循環代謝改善剤 0809中止 000707収載 陽
進堂のﾋﾞｴﾙｿﾞﾝ錠(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ
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464 464 YD 464 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｴﾙｿﾞﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 陽進堂 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載 陽
進堂のﾋﾞｴﾙｿﾞﾝS錠(ﾆｾﾙ
ｺﾞﾘﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

465 13-465 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻｰﾙ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg ｲｾｲ 抗不安剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄)
465 IC-465 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻｰﾙ錠10mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg ｲｾｲ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾟﾙｻｰﾙ10)
0203ﾋｰﾄ変更

465 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙透明 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽS.R. ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 500mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 9102中止

465 TYK465 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

465 465 YD465 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞｬｯｸﾏｰﾙ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 消化管運動改善剤 960705収載
466 IC-466:20 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻｰﾙ錠20mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg ｲｾｲ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾟﾙｻｰﾙ20)
466 YD 466 YD 466 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳｱﾘｰﾙ錠200mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 陽進堂 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･鎮

痛･解熱剤
9711中止 960705収載

467 YD 467 YD467 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｼｬｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 陽進堂 高脂血症治療剤 990709収載
468 20 PH468:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｱﾚｹﾞｲﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
468 YD 468 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾙﾎﾞｯﾂ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 陽進堂・富士製薬工業，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

469 DX250 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 十字割線
469 裸錠(十字割 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg ﾜｲｽ-三和化学研究所 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(0409迄)
469 YD 469 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾙﾎﾞｯﾂ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 陽進堂･富士製薬工業，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，本草製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1106ｱｲﾛﾑ製薬中止

470 IC-470 糖衣錠 紅 無 ATP錠｢ｲｾｲ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg ｲｾｲ 代謝性製剤 0707中止
470 Sc470 HOM10：10mg 裸錠 白 有 ﾎﾏﾀﾞﾓﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0811中止
470 SW 470 SW-470 15mg：15mg 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15

ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｸﾛｾﾘﾝ錠)
470 SW 470 SW-470 15mg：15mg 裸錠 白 有 ﾒｸﾛｾﾘﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15ｍｇ｢ｻﾜ
ｲ｣) 0304ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-MC)削除

471 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
471 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （統合失調症，うつ病・う

つ状態）
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

471 IC-471 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg｢ｲｾｲ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg ｲｾｲ･岩城製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤
471 PH 471 PH471 1mg:1mg 糖衣錠 白 無 ﾖｼﾉﾁﾝ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ) 940708
収載

472 60:IC-472 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾃﾞﾙﾓﾘﾁﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg ｲｾｲ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9306中止
473 IC-473 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾃﾞﾙﾓﾘﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ｲｾｲ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9802ﾋｰﾄ表変更
473 PH 473 PH473 30:30mg 裸錠 白 有 ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｶﾞｰﾗ

ﾝﾄﾞ錠)
474 糖衣錠 微紅 無 ﾃﾝﾀﾞﾘﾝ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 日本医薬品工業 過敏大腸症治療剤 9303中止
474 SBS 474 SBS474 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504頃迄) 0104

製造元変更 9710ﾋｰﾄ裏
変更(400TAG削除)

474 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 大日本住友製薬 H2受容体拮抗剤 0504頃本体ｺｰﾄﾞ変更
475 13-475 糖衣錠 白 無 ﾃﾞｱｾﾛﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg ｲｾｲ 脳血流障害改善剤 9306中止
475 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙL SW-475

45mg
SW-475 硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放

性)
淡黄/淡黄 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩Lｶﾌﾟｾ

ﾙ45mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 沢井製薬 徐放性気道潤滑去痰剤 060707収載

477 TYK 477 TYK477 100mg:TYK477 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢TYK｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
478 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 98頃中止 ﾋｰﾄYD385のも

のを販売している
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479 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾙﾍﾟﾅｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日本医薬品工業 胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載
480 IC-480 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ錠100｢ｲｾｲ｣ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg ｲｾｲ 筋弛緩剤 9610中止
480 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 銀白 無 ﾄﾁｭｰﾏﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 日本医薬品工業 植物性軟部腫脹治療剤 9212中止
480 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/無透

明
ｿﾙﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 解熱鎮痛剤 0105中止 9701ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
480 PH480 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌｧﾙﾐｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗悪性腫瘍剤 中止
480 YD480 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｱﾝﾀｺﾞｽﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，ﾆﾌﾟﾛ
ﾌｧｰﾏ

胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾀｺﾞｽﾁﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

481 CF 裸錠 淡黄 無 ﾄﾉﾁﾘﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 92中止

481 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ 112.5mg SW-
481

SW-481 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ｻﾜｲ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 沢井製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

090515収載

481 TYK481 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄透明 ﾒﾙﾌﾞﾗｰﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg/包 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ EPA製剤 080704収載
481 YD 481 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾎﾟｴﾙﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 不整脈治療剤・糖尿病性

神経障害治療剤
0706商品名変更(前:ﾎﾟｴﾙ
ﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ)

482 TYK482 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄透明 ﾒﾙﾌﾞﾗｰﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 600mg/包 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ EPA製剤 080704収載
482 YD 482 軟ｶﾌﾟｾﾙ(球状) 淡紅 ﾄﾚｽｺｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 陽進堂 緩下剤 9802中止 950707収載
483 IC-483 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾝｶｰﾙD 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ｲｾｲ 抗痙縮剤 04頃中止
483 TYK483 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄透明 ﾒﾙﾌﾞﾗｰﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ EPA製剤 080704収載
483 YD483 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾟｺｷﾗﾝｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 陽進堂 緩下剤 0212中止 0003承継(堀田

薬品合成より)
484 13-484 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝD 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄)
484 IC-484 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 0512商品名変更(前:ﾎﾞｲ

ﾀﾞﾝD) 0305ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
484 M484  M484 M484 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏｲﾗ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 081107収載
484 YD484 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ﾔﾄﾘｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 陽進堂 EPA製剤 0003承継(堀田薬品合成

より)
485 485 裸錠 白 有 ﾄﾗｶﾌﾟﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 日本医薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9108中止
485 IC-485 BOD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝ 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤・

精神活動改善剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

旧ｺｰﾄﾞ，0512商品名変更
(新:ﾎﾞｲﾀﾞﾝ錠50mg)に伴い

485 M485  M485 M485 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 081107収載

485 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾄﾘｯｸｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 04より陽進堂販売のみ
030704収載

486 M 486 M486 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080201収載(商品名変
更，前:ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾒ
ﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

486 糖衣錠 青～淡青 無 ﾄﾗﾋﾟｲ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日本医薬品工業 循環機能改善剤 9202中止
486 YD486 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球状)
淡黄白 ﾛｶﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25

「YD」
ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0507発売

487 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞｬｽﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 陽進堂-日本医薬品工業 循環機能改善剤 9907中止
487 YD487 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球状)
淡紅 ﾛｶﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5「YD」 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0507発売

488 FPF 488 FPF488 80mg 糖衣錠 黄緑 無 ﾖｰﾃﾞﾙS糖衣錠-80 ｾﾝﾅｴｷｽ 80mg 藤本製薬 便秘治療剤 0201ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

488 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透
明

ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂-日医工 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

488 YD488 15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
YD｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 陽進堂･沢井製薬，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

1006ﾋｰﾄ表15mg追加 日
医工が販売していたもの
とﾋｰﾄ異なる

489 n 489 裸錠 青～淡青 有 ﾄﾘﾑ錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本医薬品工業 催眠導入剤 9407中止 920710収載
490 IC-490 DOP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕｰﾌﾟﾚｽﾄﾞﾊﾟ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0806商品名変更(前:ﾕｰﾌﾟ

ﾚｽﾄﾞﾊﾟ)
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490 MH 490 MH490 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg「ﾏｲﾗ
ﾝ」

ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 080201収載(商品名変
更，前:ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg
「ﾒﾙｸ」)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

491 FPF-491 糖衣錠 白 無 ﾌｼﾞｽｺA糖衣錠｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 藤本製薬 鎮痙剤 9006中止
491 MH 491 MH491 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10mg｢ﾏｲﾗ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 100528収載
491 SW-491 SW-491 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾞﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ10 ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 沢井製薬 気管支喘息改善剤 0005中止 970711収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
496 NAG-D:IC-496 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｷﾞﾌｪﾝD ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
499 IC-499 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 紅 無 ATP錠30mg｢ｲｾｲ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg ｲｾｲ 代謝性製剤 0702中止
500 CHL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売，日医工
抗ﾘｳﾏﾁ剤 0807販売元変更(前:ﾃｲｺ

ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0201ﾋｰﾄ変更
500 500mg:ZNC218 ZENECA 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 9912中止 9706PTPｼｰﾄ

裏変更，裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

500 KW 027 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ錠500mg ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝｺﾁﾙ) 0208
承継（日本ﾛｼｭより）

500 MF 裸錠 茶褐 無 ｴﾐﾅﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
500 ｔ 505 裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾚﾁﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 高ﾘﾝ血症治療剤 050708収載
500 M 507 M507 500mg:500mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ｶﾙﾀﾝOD錠500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工

業
高ﾘﾝ血症治療剤 100528収載

500 MERCK 505 MERCK 505:MERCK 505
500mg

裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾒﾙｸ製薬・扶桑薬品工業 高ﾘﾝ血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0803迄)，製造販
売会社社名変更に伴い

500 M 505 M505:M505 500mg 裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工
業

高ﾘﾝ血症治療剤 0803ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
会社社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

500 t 87 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 大洋薬品工業 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

080704収載

500 500μ μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0803中止 0504社名変更
(合併)

500 316 μ g 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧品名(0606迄)，商品名
変更に伴い(新:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠
500μ g｢ﾀｲﾖｰ｣) 9801ﾋｰﾄ
変更 7403収載

500 316 μ g 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠500μ g｢ﾀｲﾖｰ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶ
ﾉ｣500)

500 MKC141 500mg:MKC-141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｺﾚﾊﾞｲﾝ錠500mg ｺﾚｽﾁﾐﾄﾞ 500mg 田辺三菱製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｺﾛﾈﾙ錠500mg ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ 500mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏性腸症候群治療剤 0606ﾋｰﾄ若干変更 0510
製造元社名変更 0504社
名変更(合併)

500 SF:CD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄褐～黄
褐

無 ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠500 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ薬 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

500 JG J08 JG J08:500 裸錠 茶褐 無 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠
500mg｢JG｣

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 潰瘍性大腸炎治療剤 101119収載

500 SW 123 SW-123 500:500 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｻﾜﾃﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 沢井製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

100528収載

500 TYK 157 TYK157 500:500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｼｽﾀﾞｲﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

101119収載

500 500mg：500mg 耳
表:SLAMA

裸錠 黄～黄褐 有 ｽﾗﾏ錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 潰瘍性大腸炎治療剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大洋薬品工業 化学療法剤 0303中止
500 FJ 09 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 0410本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
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500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊﾛｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

500 μ g 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本住友製薬 末梢性神経障害治療剤 1101中止
500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg ｴﾑｴﾌ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9706ﾋｰﾄ

変更
500 ｔ608 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製

剤
0410中止 0208頃本体ｺｰ
ﾄﾞ化 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

500
500mg力価

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0603頃中止 0309ﾋｰﾄ変
更 9210ﾋｰﾄ変更

500 KP 011 KP-011 500mg:500mg 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠500mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 杏林製薬 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾝﾀｻ錠500)

500 Tw FOM500  Tw
FOM500

Tw.FOM 500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ500mg ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 東和薬品 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ
500)

500 KCI 5 KCI5 500mg:500mg 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠500mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 500mg 協和化学工業･日本新
薬，ｼｵｴ製薬，ﾏｲﾗﾝ製
薬，丸石製薬，健栄製薬

制酸･緩下剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴ

500 Tw 307 Tw307 500μ g:500μ g 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 0212頃ﾋｰﾄ変更
500 ME5 ME5 500μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500μ g｢DK｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大興製薬-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤 101119収載
500 AKP 04 AKP04 500mg:500mg 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 小林化工-あすか製薬，
武田薬品工業

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

500 AKP 04 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載 あすか製
薬，武田薬品とﾋｰﾄ異な
る

500 FJ 39 FJ39 500mg:500mg 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢F｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 富士製薬工業･ﾐﾔﾘｻﾝ製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載

500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯黄白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠HD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載

500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠LD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載 本体に割線
に見えるくぼみ有り

500 YD242：500μ 糖衣錠 赤 無 ﾖｳｺﾊﾞｰﾙ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 陽進堂・昭和薬品化工，
三笠製薬，富士ﾌｲﾙﾑ

末梢性神経障害治療剤

500 MH646 500 MH646 500mg：500mg 裸錠 白 無 重曹錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 制酸剤 080201収載(商品名変
更，前:重曹錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

500 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(陽進)500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 陽進堂 制酸剤 0507中止 020705収載
500 Ca 500 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 制酸剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)

010706収載
500 YO CC1 YO CC1 500mg:YO CC1 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸剤 010706収載，商品名変更

に伴い(前:炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣)
500 KN 215 KN215 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠500｢KN｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 小林化工 制酸剤 020705収載
500 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠500mg｢旭化成｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 制酸剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:炭ｶﾙ錠(旭化
成))

500 Sc 512 Sc512 500mg:500mg 裸錠 白 無 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠
500mg｢三和｣

沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 三和化学研究所 高ﾘﾝ血症治療剤 090515収載

500 MH 705 500：500mg  MH705 裸錠 白 無 乳石錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 乳酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｶﾙｼｳﾑ剤 080201収載(商品名変
更，前:乳石錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)
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500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

500 BF 500 BF500 500:500 錠剤(ﾁｭｱﾌﾞﾙ
錠)

白～わずか
に黄味を帯び
た灰白

無 ﾎｽﾚﾉｰﾙﾁｭｱﾌﾞﾙ錠500mg 炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物 500mg(ﾗﾝﾀﾝ
として)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 高ﾘﾝ血症治療剤 1101化粧線削除

500 BIN500 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

桃赤 ﾋﾞﾉｸﾞﾗｯｸ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 寿製薬 高脂質血症用剤 0610中止

500 BUTAMIDE 0.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠500 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売

500 BMS 303  BMS 303 BMS303 500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯青緑/帯紫
赤

ﾊｲﾄﾞﾚｱｶﾌﾟｾﾙ500mg ﾋﾄﾞﾛｷｼｶﾙﾊﾞﾐﾄﾞ 500mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 9506瓶->PTPに変更
920828収載

500 Ca 500 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 制酸剤 0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
500 YO CC1 CAC500:YO CC1 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸剤 旧商品名，旧ﾋｰﾄ(0107
500 CCL-500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 中止 900713収載
500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0201まで) 010706

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

500 CLB-500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg 東洋新薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9403中止(ﾒｸﾄに承継)
900713収載

500 CN-500 CN-500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾁｵｷﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 長生堂製薬 末梢神経障害改善剤 0902中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

500 316 COB-500 316 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで)
500 W 350 S500μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
500 KC-100 CYK500 KC-100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾕｰｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 科研製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9701中止
500 DAIMETON 500 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾒﾄﾝ錠500mg ｽﾙﾌｧﾓﾉﾒﾄｷｼﾝ 500mg 第一製薬 持続性ｻﾙﾌｧ剤 9403中止
500 C-39A 500 C-39A・500：500 裸錠 白 有 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠500mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
500 裸錠(楕円形) 白 有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠500mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 500mg 塩野義製薬 血糖降下剤 030704収載（商品名変更

前：ｼﾞﾒﾘﾝ錠） 0006ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

500 500μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

500 PT F21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
500 FS-H05 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾎﾟｾﾛｰﾙ-500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 扶桑薬品工業 高脂血症治療剤 0509中止 0101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

化，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

500 PT143 PT 143 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠500mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9310色変更(旧:

500
GRP-O

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾘﾍﾟﾆﾝ-O錠 ｶﾙﾌｪｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止

500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ(0202ﾋｰﾄ商品名記

500 amotril 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205ﾋｰﾄ裏C･L100
削除) 9702ﾋｰﾄ裏商品名
記載

500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 興和-興和創薬 虚血性心疾患 0206ﾋｰﾄ変更
500 KR500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9306中止
500 KX500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｹﾌﾚｯｸｽ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9312中止
500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9604中止
500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡黄赤 有 ﾗﾘｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9604中止

500 Tw 307 Tw.VB12･M500 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212頃迄) 0208刻
印追加 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

500 MBM-500 500μ g：500μ
g

糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 竹島製薬 末梢性神経障害治療剤 0504中止(日医工) 旧ﾋｰﾄ
0212ﾋｰﾄ変更
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500 MS F08
500mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり

500 MF 裸錠 茶褐 無 ｴﾐﾅﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎治療剤 旧品名(090324ｻﾗｿﾞｽﾙ
ﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠500mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

500 MF 裸錠 茶褐 無 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠
500mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾐﾅﾋﾟﾘﾝ錠)

500 MS P16 MS PAM500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

8909中止

500 NA500 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9510中止

500 NA 500 NA500 629SV 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 進化製薬 合成抗菌剤 9603中止
500 NLD-500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大洋薬品工業 合成抗菌剤 94中止 9306ｴﾑｴﾌ製剤

から承継
500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾈｵﾏｲﾄﾞ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｷｯｾｲ薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0410中止
500 KY 04 NS500 裸錠 微黄～淡黄 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢科薬｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 科薬 合成抗菌剤 8909中止
500 NVR:J 500 500mg:NVR J 500 500mg 裸錠 白～微黄白 無 ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠500mg ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 500mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鉄ｷﾚｰﾄ剤 080613収載
500 500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
500 MI 105 耳:RESTELON500 裸錠 淡灰褐 有 ﾚｽﾃﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 丸石製薬 合成抗菌剤 9402中止
500 BRISTOL 232 SF500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 500mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9710中止
500 SLT 500 SLT 500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾞﾙﾂｸﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9512中止
500 ROCHE:SQV 500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
薄黄赤～明
灰黄赤又は
薄赤み黄

無 ｲﾝﾋﾞﾗｰｾﾞ錠500mg ﾒｼﾙ酸ｻｷﾅﾋﾞﾙ 500mg(ｻｷﾅ
ﾋﾞﾙとして)

中外製薬 HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤 060904収載

500
500mcg

糖衣錠 白～黄み白 無 ﾌﾚｽﾐﾝS糖衣錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 清水製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0211中止

500 SW 500 SW-500 5：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾀﾞｳﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0310社名変更 030704収
載，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

500 SW-016:SW-HR500 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾗｾﾄﾞﾝ500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 92中止
500 SW 376 SW-376 500:500μ g 糖衣錠 淡黄 無 ﾒﾁｸｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 沢井製薬・日本ｹﾐﾌｧ 末梢性神経障害治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾁｸｰﾙ500)
0203ﾋｰﾄ変更

500 SW 681 SW-681 250:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠250mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 沢井製薬 血圧降下剤 1002中止 0509頃商品名
変更(前:ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠)

500 T500 裸錠(長円形) 淡橙 有 ｸﾞｯﾃﾞﾙ錠500mg ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 高田製薬-塩野義製薬 脳代謝賦活剤 8907中止
500 Tw 715

500mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ﾒﾁｽﾀ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 東和薬品 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

060707収載

500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白～淡黄白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
500 Tu CA･500 Tu CA･500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｸﾙﾛﾗｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢500｣ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 辰巳化学 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0708中止
500 Tu-CG 500 Tu CG-500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 ｺﾒｽｹﾞﾝ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 辰巳化学・日本ﾌｧｰﾏﾌﾟﾛ

ﾓｰｼｮﾝ
末梢性神経障害改善剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾒｽｹﾞﾝ錠)
500 TU KR TU KR 500:TU KR 500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｸｲﾝｽﾛﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 辰巳化学 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
101119収載

500 S Tu NV｢500｣ 裸錠 黄 有 ﾉﾎﾞｽﾃﾉﾝ錠｢500｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 辰巳化学 合成抗菌剤 96中止
500 TwCOB μ

μ g
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ500μ g｢ﾄｰ

ﾜ｣
ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 東和薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12

収載(商品名変更に伴
い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰ

500 TYK 500 TYK500 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢興
和ﾃﾊﾞ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

500 ucb 500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 500mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-大塚製
薬

抗てんかん剤 100917収載

500 Th 6292:500 裸錠(長円形) 灰褐 有 ｳﾛｰﾏﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 合成抗菌剤 91中止
500 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
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500 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 98ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
500 SYT013 裸錠(ｶﾌﾟﾚｯﾄ型) 灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾘﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 三恵薬品 合成抗菌剤 04頃中止
500 YO MG0 YO MG0 500mg:YO MG0 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠500mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 050708収載
500 500mg:ZENECA 218 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9311変

更(社名変更により)
500 SN 0.5 裸錠 白 有 ｼﾉﾐﾝ錠(0.5g) ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ 500mg 塩野義製薬 ｻﾙﾌｧ剤 9003中止
500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白

～黄白
ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商

品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

501 CG 501 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

微帯黄白～
淡黄

ﾒﾄﾋﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾁﾗﾎﾟﾝ 250mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 下垂体ACTH分泌機能検
査薬

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾄﾋﾟﾛﾝ)

501 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙 ｼﾊﾞﾗｰｾﾞA 東邦新薬 消化酵素製剤 中止
501 糖衣錠 淡紅 無 ｾﾝﾅｼﾄﾞ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

北陸製薬 便秘治療剤 0103中止 9611ﾋｰﾄ変更

501 IC-501:UPN 糖衣錠 白 無 ｱｯﾌﾟﾉﾝ錠40mg ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg ｲｾｲ 鎮痛･抗炎症剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｯﾌﾟﾉﾝ錠)

501 KH 501 KH501 裸錠 淡黄 無 ｹｲﾎﾟｰﾙ錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 協和発酵工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9512中止
501 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0303ﾋｰﾄ裏R･C1削除等
501 501 KW501:KW501 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 旧品名(050610迄)，品名

変更に伴い(新：ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ
錠25mg)

501 501 KW501:KW501 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0812中止 050610収載，
品名変更に伴い(前：ﾊﾟﾄﾞ
ﾗｾﾝ錠)

501 MM 501 裸錠 白～淡黄 有 ﾁｵｲﾉｼｰ錠 ﾁｵｲﾉｼﾝ 100mg 森下ﾙｾﾙ 白血病治療剤 9303中止
501 MY 501 MY-501 裸錠 白 無 ﾆｺﾓｰﾙ錠｢ﾏｴﾀﾞ｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 前田薬品工業 脂質代謝･末梢血行改善

剤
中止

501 糖衣錠 橙 無 ﾅﾊﾞﾄｰﾙ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 進化製薬-日本医薬品工
業

ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 92中止

501 N S NS501 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｼｪﾄﾗｿﾞｰﾅ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1004迄)
501 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄乳白/微

黄乳白
ﾄﾎﾌｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東邦新薬 抗悪性腫瘍剤 中止

501 SW 501 SW-501 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾛﾝL錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 沢井製薬 持続性脳微小循環改善 9909中止 960705収載
501 T 501 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢大正｣0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大正製薬 抗精神病剤 9303中止
501 ｔ 501 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｽﾘｯﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 大洋薬品工業 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ

ﾄﾞ系抗生剤
050708収載

501 TU 501 TU501 5mg:TU501 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
TCK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

501 TYK 501 TYK501 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢興
和ﾃﾊﾞ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

501 裸錠 白 無 ﾅｲｸﾘﾝ錠50mg ﾆｺﾁﾝ酸 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾆｺﾁﾝ酸製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｸﾘﾝ錠)

502 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

502 DK 502 DK502:DK502 10mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾘﾝ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

502 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾊﾞﾗｰｾﾞS 東邦新薬 消化酵素製剤 中止
502 OH 205:2.5 OH-205 2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大原薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
1003大正薬品工業中止
040709収載

502 KH 502 KH502 250μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 協和発酵ｷﾘﾝ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠
(500μ gと同じ品名だっ
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502 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0304ﾋｰﾄ裏R･C2削除等
502 NS 502 NS502 5:5mg 裸錠 薄桃 有 ｼﾝﾍﾞﾉﾝ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日新製薬・第一三共ｴｽ

ﾌｧ
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0007販売

502 糖衣錠 薄橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠10mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 大日本住友製薬 情動調整剤 0810頃色変更(前:淡黄
橙) 0207ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

502 SW 502 SW-502 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾃｰﾄ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 脳血管障害改善剤 98中止 960705収載
502 T 502 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢大正｣1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大正製薬 抗精神病剤 9303中止
502 t502 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ

25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 050708収載，商品名変更

に伴い(前:ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

502 TTS 502:50 TTS-502 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ﾀｶﾀ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 高田製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

502 TU 502 TU502 10mg:TU502 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
TCK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

503 13-503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｲﾘﾄﾝD錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0304頃迄)
503 CG 503 SLF:CG 503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯緑白 無 ｽﾛｰﾌｨｰ 乾燥硫酸鉄 160mg(鉄とし

て50mg)
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性鉄剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄) 9711ﾋｰﾄ

裏変更(SLF削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9407色変

503 CG 503 50mg:CG503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯緑白 無 ｽﾛｰﾌｨｰ錠50mg 乾燥硫酸鉄 50mg(鉄とし
て)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性鉄剤 1012中止

503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

503 IC-503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｲﾘﾄﾝD錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 0707中止 0304頃ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ変更

503 KH 503 KH503 500μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 協和発酵ｷﾘﾝ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)
051216収載(商品名変更
に伴い，前;ｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠
(250μ gと同じ品名だっ

503 KN 503 糖衣錠 黄 無 ｱｸﾁﾋﾞﾝ錠10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 小林化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0001中止
503 M503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾆﾌﾚﾘｰﾙ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 模範薬品研究所 鎮痛消炎剤 9906中止
503 ｎ 503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
101119収載

503 糖衣錠 橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠25mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 情動調整剤 旧本体(1009迄) 020705
収載(商品名変更 前:ﾉﾘﾄ
ﾚﾝ錠)

503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠25mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 情動調整剤 1009本体変更(糖衣錠→
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ，25追加)

503 SW 503 SW-503 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾋﾟﾝR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg（ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして）

沢井製薬･日本ｹﾐﾌｧ 徐放性不整脈治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｽﾋﾟﾝR錠)
960705収載

503 t503 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 050708収載，商品名変更
に伴い(前:ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

503 TBP503 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｽﾊﾟﾝﾀｯｸｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 東菱薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0104中止
503 TTS 503:100 TTS-503 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢ﾀｶﾀ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 高田製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

504 IC-626 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/淡黄 ﾄﾘﾃﾞﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg ｲｾｲ 胆道機能改善剤 0612中止
504 13-504 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚｸﾛﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 9306中止
504 CG 504 SLK:CG 504 糖衣錠 白 無 ｽﾛｰｹｰ 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg(ｶﾘｳﾑ

として8mEq)
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性ｶﾘｳﾑ剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ

裏変更(SLK削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

504 CG 504 600mg：600mg CG504 糖衣錠 白 無 ｽﾛｰｹｰ錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg(ｶﾘｳﾑ
として8mEq)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性ｶﾘｳﾑ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾛｰｹｰ) 03頃
ﾋｰﾄ変更，表SLK削除等

504 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)
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504 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾊﾞﾒｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東邦新薬 消化性潰瘍治療剤 中止
504 5 KH504 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ

ｺｰﾄ
橙 無 FAD錠協和 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg 協和発酵工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0303中止 0112ﾋｰﾄmg追

加 9509ﾋｰﾄ裏商品名記
504 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白不透明/無

透明
ﾀﾌﾏｯｸE配合ｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 消化酵素剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾌﾏｯｸEｶﾌﾟｾ
504 SW 504 SW-504 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｻﾜﾁｵﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 沢井製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
504 TYK504 0.2mg:0.2 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄOD錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善

剤
091113収載

504 TBP504 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸﾓｼﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

東菱薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0305中止

504 糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠5mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0212販売中止 0108ﾋｰﾄ
裏商品名記載，記号

505 糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠10mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
505 CG 505 AT:CG 505 裸錠 白 有 ｱﾝﾂｰﾗﾝ錠 ｽﾙﾌｨﾝﾋﾟﾗｿﾞﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
痛風治療剤 0107中止 9711ﾋｰﾄ裏変

更(AT削除)，商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

505 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

505 G505 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾊﾞﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 東邦新薬 消化性潰瘍治療剤 中止
505 M 505 M505:M505 500mg 裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工

業
高ﾘﾝ血症治療剤 0803ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

会社社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

505 MERCK 505 MERCK 505:MERCK 505
500mg

裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾒﾙｸ製薬・扶桑薬品工業 高ﾘﾝ血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0803迄)，製造販
売会社社名変更に伴い

505 NS 51 NS505 10:10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)
020705収載

505 SW-505 SW-505 50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾌﾀｯｸｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 沢井製薬 胃潰瘍治療剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

505 ｔ 505 裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾚﾁﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 高ﾘﾝ血症治療剤 050708収載
505 TYK505 0.3mg:0.3 裸錠(口腔内崩

壊錠)
微黄 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄOD錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善

剤
091113収載

505 G ToYK505 GAL-TAB 裸錠 白 無 ｶﾞﾛｹﾞﾝ錠 ﾄｶﾝﾌｨﾙ 37.5mg 東亜薬品工業 利胆剤 9909中止 900713収載
505 TU 505:5 TU505 5mg:TU505 5ｍｇ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢TCK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

505 糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠10mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 0109商品
名変更(旧:ﾊﾞﾗﾝｽ錠)

506 13-506:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾈﾘﾝｸﾞ錠20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg ｲｾｲ β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(0301迄) 9802ﾋｰﾄ
表変更

506 CG 506 AFE1:CG 506 AFE1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 灰赤 無 ｱﾌｪﾏ錠1mg 塩酸ﾌｧﾄﾞﾛｿﾞｰﾙ水和
物

1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

旧ﾋｰﾄ（0304頃迄）
950825収載

506 CG 506 1mg：CG506 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 灰赤 無 ｱﾌｪﾏ錠1mg 塩酸ﾌｧﾄﾞﾛｿﾞｰﾙ水和
物

1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

0712中止 0304頃ﾋｰﾄ変
更 950825収載

506 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠 ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 5mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0008中止 9809ﾋｰﾄ変更
(5NV削除)

506 10 KH506 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ
ｺｰﾄ

橙 無 ﾋﾞﾀﾛｷｼﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 協和発酵工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309中止 0112ﾋｰﾄmg追
加 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

506 M 506 裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高ﾘﾝ血症治療剤 0802ｺｰﾄﾞ変更，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

506 MERCK 506 MERCK 506:MERCK 506
250mg 250

裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾒﾙｸ製薬 高ﾘﾝ血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0801迄)，製造販
売会社社名変更に伴い

506 NS 56 20mg:20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ H2受容体拮抗剤 0708ﾋｰﾄ表NS506 削除
506 TYK 506 TYK506 2.5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢

TYK｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ﾊｲｿﾞﾝ製薬-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
旧品名(110128ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
OD錠2.5mg｢興和ﾃﾊﾞ｣に
変更) 1007販売元変更，
統合に伴い(前:大正薬品
工業)
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506 TYK 506 TYK506 2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢興
和ﾃﾊﾞ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

110128収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD
錠2.5mg｢TYK｣)

507 IC-507:40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾈﾘﾝｸﾞ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ｲｾｲ β ﾌﾞﾛｯｶｰ 1005中止 9702ﾋｰﾄ表変
507 20 KH507 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ

ｺｰﾄ
橙 無 ﾋﾞﾀﾛｷｼﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 協和発酵工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309中止 0112ﾋｰﾄmg追

加 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

507 M 507 M507 500mg:500mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｶﾙﾀﾝOD錠500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工
業

高ﾘﾝ血症治療剤 100528収載

507 MS S07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｽｵｰﾄﾞ錠100 ﾌﾟﾙﾘﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg（活性
本体として）

明治製菓 広範囲経口抗菌製剤 021206収載

507 NS 507 NS507 1：1mg 裸錠 白 有 ｶｽﾞﾏﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ，第
一三共ｴｽﾌｧ

血圧降下剤 040709収載

507 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 小野薬品工業 過活動膀胱治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(1009
頃迄) 070608収載

507 ｽﾃｰﾌﾞﾗ 0.1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 小野薬品工業 過活動膀胱治療剤 1009頃本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ変
更

507 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

507 SEARLE 507 50mg SEARLE 507 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗不整脈剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽ50mg)

507 ｔ 507 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｯｸｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 大洋薬品工業・科研製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
507 TU 507:1 0 TU507 10mg:TU507 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢TCK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

507 TYK 507:5 TYK507 5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
TYK｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾊｲｿﾞﾝ製薬-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

旧品名(110128ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
OD錠5mg｢興和ﾃﾊﾞ｣に変
更) 1007販売元変更，統
合に伴い(前:大正薬品工
業)

507 TYK 507:5 TYK507 5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢興和
ﾃﾊﾞ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

110128収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD
錠5mg｢TYK｣)

508 M 508 M508 250mg:250mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｶﾙﾀﾝOD錠250mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高ﾘﾝ血症治療剤 100528収載

508 M508 裸錠 白 有 ﾅﾛﾊﾟﾁﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 模範薬品研究所 気管支拡張剤 9008中止
508 NS 508 NS508 2：2mg 裸錠 淡橙 有 ｶｽﾞﾏﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ，第
一三共ｴｽﾌｧ

血圧降下剤 040709収載

508 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

508 SEARLE 508 100mg SEARLE 508 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗不整脈剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽ

509 M 509 M509 徐放性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

微黄 無 ﾅﾛｯﾄL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 模範薬品研究所 徐放性前立腺肥大症治
療剤

0305中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

509 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載
509 SEARLE 509:CR SEARLE 509:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾍﾟｰｽCR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ

ﾗﾐﾄﾞとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ 徐放性不整脈治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽCR錠)
509 裸錠 白 有 ﾎﾟﾘﾚｸﾞﾛﾝ錠 ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg 山之内製薬 降圧利尿剤 9602中止
510 IC-510 PEC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾙｶﾗｰﾄ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｲｾｲ 循環機能改善剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾟﾙｶﾗｰﾄ)
510 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 8902中止
510 KW510 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾛｽﾊﾟﾝ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 共和薬品工業 鎮痙剤 9112中止
510 MY-510 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｽ錠 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 前田薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0105中止 940708収載

510 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載
510 NS 510 NS510 10：10mg 裸錠（口腔内

崩壊）
白 無 ｶﾞｽﾘｯｸD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬・沢井製薬，富

士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
H2受容体拮抗剤 05頃沢井製薬販売開始

040709収載
510 SW-510 耳:SW-510 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾙﾅﾌﾘﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ､ｳﾗｼﾙ 100mg，

224mg
沢井製薬 抗悪性腫瘍剤 0112中止 980710収載
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510 t 510 裸錠 淡黄 有 ｺﾞﾌﾟﾛﾝ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 大洋薬品工業 持続性組織ACE阻害剤 0603薬価削除(販売実績
なし) 050708収載

510 TKS 510 TKS510 25mg 裸錠 白 有 ｾﾀﾛｯｷ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾅｶﾞｾ医薬品 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0105中止 990709収載，
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

510 TTS 510 TTS-510 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ﾀ
ｶﾀ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾀﾞｲﾄ-高田製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

510 Tw 510:2.5 口腔内崩壊錠 淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

510 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟｸﾘﾝ錠200 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大日本住友製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0201ﾋｰﾄ変更 9706PTP
ｼｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

510 裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更

511 裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
511 IC-511 KRN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾙﾉﾏﾁﾝ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg ｲｾｲ 抗菌性化学療法剤 0812商品名変更(前:ｶﾙﾉ

ﾏﾁﾝ)
511 KW511 糖衣錠 赤 無 ﾌﾞﾛｯﾄS錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 共和薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9205中止
511 KW 511：10 10：KW511 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg「ｱ

ﾒﾙ」
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 共和薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

511 n 511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾙｵﾌ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
511 NP 511 NP-511 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

NP｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

511 NS 511 NS511 20：20mg 裸錠（口腔内
崩壊）

白 有 ｶﾞｽﾘｯｸD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日新製薬・沢井製薬，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 020705収載

511 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

511 Sc 511 Sc511 250mg:250mg 裸錠 白 無 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠
250mg｢三和｣

沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 三和化学研究所 高ﾘﾝ血症治療剤 090515収載

511 SEARLE:511 SEARLE 511 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ β 遮断剤 9906中止 9804本体，ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

511 SW 511 SW-511 10mg:10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
511 t 511 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾞﾌﾟﾛﾝ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 大洋薬品工業 持続性組織ACE阻害剤 0603薬価削除(販売実績

なし) 050708収載
511 TYK511:TYK511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大正薬品工業･あすか製

薬，武田薬品工業
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載 あすか製薬

と大正薬品はﾋｰﾄ異なる
(あすか製薬にはﾋｰﾄ表に
50mg記載あり他)

511 Th 511 Th511 SAR:SAR 裸錠 白 有 ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 9808中止 920710収載
511 TTS 511 TTS-511 2mg:2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀ

ｶﾀ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾀﾞｲﾄ-高田製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

511 TU 511 TU511:TU511 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢TCK｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 辰巳化学･興和ﾃﾊﾞ 前立腺癌治療剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

511 Tw:511
0.25mg

裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 東和薬品 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載

511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾀﾌﾟﾚﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 住友製薬 血圧降下剤 9208中止
511 裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9709ﾋｰﾄ

裏変更
512 DS 512 50:DS 512 50 DS512 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白～帯黄白 有 ｱﾊﾞﾌﾟﾛ錠50mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 50mg 大日本住友製薬 長時間作用型ARB 080613収載

512 KW512 糖衣錠 赤褐 無 ﾌﾟﾛﾎﾟﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 共和薬品工業 肝機能障害治療剤 9502中止
512 KW 512：20 20：KW512 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg「ｱ

ﾒﾙ」
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 共和薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

512 n 512 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾙｵﾌ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
512 NS 512:5 NS512 5 裸錠 黄白 有 ｶｵﾙﾄｰﾝ錠5 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日新製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
512 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
β 遮断剤 9705中止 9509社名変更
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512 Sc 512 Sc512 500mg:500mg 裸錠 白 無 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠
500mg｢三和｣

沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 三和化学研究所 高ﾘﾝ血症治療剤 090515収載

512 SW 512 SW-512 20mg:20mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
512 TYK512:TYK512 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正薬品工業･あすか製

薬，武田薬品工業
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載 あすか製薬

と大正薬品はﾋｰﾄ異なる
(あすか製薬にはﾋｰﾄ表に
200mg記載あり他)

512 TTS 512 TTS-512 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ｶﾀ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾀﾞｲﾄ-高田製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

512 T w:512 裸錠(長円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 東和薬品 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
512 糖衣錠 白 無 ﾊﾘﾄﾞｰﾙ腸溶錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 住友製薬 脳血流障害改善剤 9904中止 9710PTPｼｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
512 糖衣錠 白 無 ﾊﾘﾄﾞｰﾙ腸溶錠50 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 50mg 住友製薬 脳血流障害改善剤 9804中止 9706ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
512 裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰトﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0712中止
513 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0209ﾋｰﾄ変更
513 DS 513 100:DS 513 100 DS513 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白～帯黄白 有 ｱﾊﾞﾌﾟﾛ錠100mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 100mg 大日本住友製薬 長時間作用型ARB 080613収載

513 KW 513 KW513 裸錠 白 無 ﾋｽﾀﾌﾞﾛｯｸ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 共和薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾀﾌﾞﾛｯｸ錠)

513 n 513 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日医工･日本薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

513 ｔ 513 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
050708収載

513 ｔ 513 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠

513 Tw 513:5 口腔内崩壊錠 淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

513 TYK513 2.5:TYK513
2.5mg

裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

513 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9704ﾋｰﾄ
裏変更

514 n 514 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ﾆﾁｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 日医工 抗血小板剤 050708収載

514 NS 514 NS514 10：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶｵﾙﾄｰﾝ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬-日新薬品 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
514 TYK514 5:TYK514 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢

TYK｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
080704収載

514 糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾀﾖﾉﾝ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9803中止
515 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東邦新薬 代謝性強心剤 04頃中止
515 HM515 HM515 裸錠(長円形) 黄 無 ﾊｹﾐﾗﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 共和薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9310中止
515 K.N:515 KN 515 裸錠(小判型) 黄～淡褐黄 無 ﾗｸﾄﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 小林化工 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9509中止
515 NP 515:80 NP-515 80mg:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢NP｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 前立腺癌治療剤 090515収載
515 NS 515 NS515 20：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｶｵﾙﾄｰﾝ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬-日新薬品 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
515 SS 515 DR15 15:SS515 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾗｰﾙ錠15 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 久光製薬-田辺三菱製薬 睡眠障害改善剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504承継(ｴｽ
ｴｽ製薬より)

515 ｔ 515 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
050708収載

515 ｔ 515 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠

515 Tw 515:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
515 TYK515 10:TYK515 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢

TYK｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
080704収載
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515 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄緑透明 ﾄﾘﾃﾚﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 京都薬品工業-大日本住
友製薬

利尿･血圧降下剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘﾃﾚﾝ･ｶﾌﾟｾ
ﾙ) 9710PTPｼｰﾄ変更(TR
削除)

516 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄乳白/微
黄乳白

ﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東邦新薬 代謝性強心剤 04頃中止

516 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾄﾘﾃﾚﾝS ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ､ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 京都薬品工業-住友製薬 降圧利尿剤 9212中止
517 KW517 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾌｨﾝﾅﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 共和薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9008中止
517 ｎ 517 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾛｷﾉﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg（ｼﾌﾟﾛ

ﾌﾛｷｻｼﾝとし
日医工 広範囲経口抗菌剤 0410ﾋｰﾄ変更 020705収

載
517 NP 517 NP-517 250mg:250 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢NP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090515収載

517 NS 517 NS517 4:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆﾌﾟﾛｽ錠4mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日新製薬･科研製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

1001ﾋｰﾄ表NS517追加等
060707収載

517 SW 517 SW-517 20mg:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞﾋﾟﾝ錠20 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

091113収載

517 ｔ 517 糖衣錠 黄緑 無 ﾖｰﾔｸｰﾙ錠80 ｾﾝﾅｴｷｽ 80mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
Aとして

大洋薬品工業 便秘治療剤 050708収載

517 Tw 517:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
518 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0301ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
518 NS 518 NS518 5：5mg 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾘｯﾁ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日新製薬・科研製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
030704収載

518 SW-518 SW-518 75mg:75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
518 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄）  9705ﾋｰ

ﾄ裏変更
519 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0212ﾋｰﾄ変更
519 NS 519 NS519 10：10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾘｯﾁ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日新製薬・科研製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
030704収載

519 SW-519 SW-519 150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
519 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9706ﾋｰﾄ

裏変更
520 3 MY520 3/MY520 裸錠 白 有 ﾊｰﾄﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 前田薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9812中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

520 IC-520 ISD20 糖衣錠 白 無 ｲｾｼﾞﾋﾟｰﾙ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｲｾｲ Ca拮抗性降圧剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｾｼﾞﾋﾟｰﾙ錠)

520 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 9703中止
520 2 MY520 2/MY520 裸錠 白 有 ﾊｰﾄﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 前田薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9812中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

520 SS 520 DR20 20:SS520 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾗｰﾙ錠20 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 久光製薬-田辺三菱製薬 睡眠障害改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504承継(ｴｽ
ｴｽ製薬より)

520 SW 520:10 SW-520 10mg:10 mg 裸錠 白 無 ｱｲﾛｸｰﾙ錠10 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 狭心症治療用ISMN製剤 100528収載
520 t 520 裸錠 白 有 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.1mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 大洋薬品工業 強心配糖体製剤 070706収載

520 TSU520 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾈﾙｶﾞｰﾄ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 鶴原製薬 不眠症治療剤 0803中止
520 TTS 520 TTS-520 1mg:1mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 高田製薬 抗精神病剤 091113収載

520 YD 520：10 YD520:10mg 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾛｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

520 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄橙 ｱﾙﾃｽ ﾒﾘﾅﾐﾄﾞ 250mg 住友製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ吸収抑制剤 0006中止
521 IC IC-521 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｷｵｰﾈ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｲｾｲ H2受容体拮抗剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾙｷｵｰﾈ錠)
521 KW521 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾌｨﾝﾅﾐﾝｿﾌﾄ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 共和薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9104中止
521 n 521 裸錠 白 有 ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ「ﾅｶﾞヰ」錠25mg 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 25mg 日医工 気管支拡張・鎮咳剤 0902ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前：大日本
住友製薬) ﾊﾞﾗのみ
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521 KK 331 裸錠 白 無 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 0406中止0401ﾋｰﾄ変更
990709収載

521 NP 521 NP-521 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NP｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
521 糖衣錠 白 無 ﾃｰﾝｼｰ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 小野薬品工業 粘液溶解･去痰剤 9809中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
521 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

521 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本住友製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

0203ﾋｰﾄ裏商品名記載
97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

521 SW 521:25 SW-521 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｿﾞﾙﾐﾝ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 沢井製薬 心臓選択性β 遮断剤 0906発売
521 t 521 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ

ﾏ
持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣)
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

521 TYK521 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢TYK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

521 t 521 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠)

521 TTS 521 TTS-521 2mg:2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 高田製薬 抗精神病剤 091113収載

521 Tw 521:1 Tw521 1mg:1mg 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 東和薬品 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

521 YD 521：20 YD521:20mg 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾛｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

521 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄～淡黄
褐

無 ﾋﾟﾚｽﾊﾟ錠200mg ﾋﾟﾙﾌｪﾆﾄﾞﾝ 200mg 塩野義製薬 抗線維化剤 081212収載

522 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠2mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

522 IC-522 1mg:ISP1mg 裸錠 淡橙 有 ｲｾﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0710中止 900713収載
522 KW522 裸錠(花型) 淡桃 有 ﾌﾟﾗﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 共和薬品工業 降圧利尿剤 9502中止
522 NP 522 75mg:NP-522 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠

75mg｢NP｣
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

522 NS 522 NS522 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾚｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
522 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

522 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本住友製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

02ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

522 t522 t522 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙｷﾞｽﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
522 TYK522 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢TYK｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

522 TTS 522 TTS-522 3mg:3mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 高田製薬 抗精神病剤 091113収載

522 Tw 522:2 Tw522 2mg:2mg 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 東和薬品 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

522 YD 522：1 YD522 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1mg｢YD｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，高田製薬 血圧降下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝ錠YD1mg)，ﾋｰﾄ表1mg
追加

522 裸錠 白 有 ﾋﾟﾗﾐｽﾁﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0702商品名変更(前:ﾋﾟﾗﾐ
ｽﾁﾝ錠) 0504社名変更
(合併) 0301ﾋｰﾄ変更，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ）

523 IC-523:KIR 裸錠 白～淡黄 有 ｷﾗﾝｶﾞ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg ｲｾｲ 尿酸排泄薬 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾗﾝｶﾞ錠)

523 KW 523 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾙｰﾘﾝ配合錠 共和薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾙｰﾘﾝ錠) 日
本化薬とﾋｰﾄ異なる
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523 KW 523 KW523 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾙｰﾘﾝ配合錠 共和薬品工業-日本化薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾙｰﾘﾝ錠) 共
和薬品工業とﾋｰﾄ異なる

523 KK 332 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(日医工へ)

523 n 523 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 日医工 狭心症治療剤 0701本体ｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(小林薬学工業よ

523 NP 523 150mg:NP-523 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢NP｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

523 NS 523 NS523 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾚｰﾙ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
523 Tw 523:4 Tw523 4mg:4mg 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢

ﾄｰﾜ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 東和薬品 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
091113収載

523 YD 523：2 YD523 2mg:2mg 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg｢YD｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，高田製薬 血圧降下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝ錠YD2mg)，ﾋｰﾄ表2mg
追加

524 YD 524 YD524 裸錠（口腔内
崩壊錠）

白 有 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 旧品名(090925ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
OD錠20mg｢YD｣に変更)
040709収載

524 IC-524 裸錠 白～微黄 無 ｵﾊﾞﾐｿﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ｲｾｲ 前立腺肥大･前立腺癌治
療剤

9501中止 900713収載

524 n 524 裸錠 白 有 ﾆﾁｶｲﾝ錠100mg ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉｱｾﾁﾙｱﾐﾉ安
息香酸ｴﾁﾙ

100mg 日医工 胃粘膜局麻剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁｶｲﾝ錠)

524 0.1 NS524 0.1mg:0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾗﾅｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

060707収載

524 t524 t524 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
科研製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

524 Tw 524:100 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg
｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 100528収載

524 YD 524 YD524 裸錠（口腔内
崩壊錠）

白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠20mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭD錠
20mg)

525 IC-525 2mg:INT2mg 裸錠 白 有 ｲﾉｵﾀｰ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ｲｾｲ 脳･末梢血流障害改善剤 0705中止 舌下錠
525 n 525 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg｢日医工」 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 日医工 抗てんかん剤 110301収載(商品名変

更，前:ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg大
日本)，製造販売元変更
に伴い(前:大日本住友製

525 NP 525:50 50mg:NP-525 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢NP｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

525 0.2 NS525 0.2mg:0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾗﾅｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

060707収載

525 t525 t525 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
科研製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

525 Tw 525:0.1 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

100528収載

525 YD 525:0.2 YD525 裸錠 白 有 ﾍﾞｲｽﾛｰｽ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 陽進堂・富士製薬工業，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

糖尿病食後過血糖改善
剤

1002ｱｲﾛﾑ製薬中止

525 裸錠 淡橙紅 無 ﾊｲﾛﾝｸﾞ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 万有製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
525 BANYU 裸錠 淡橙紅 無 ﾊｲﾛﾝｸﾞ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 万有製薬 抗不安剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
526 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢25｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 25mg ｱｲﾛﾑ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0604社名変更(前:小林製

薬工業) 0504承継，販売
移管(藤沢薬品より) 0203
ﾋｰﾄ裏変更

526 IC 526 IC-526 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢ｲｾｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｲｾｲ H2受容体拮抗剤 050708収載
526 n NT5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 970711収載

220 / 276 ページ



526 SW 526 SW-526 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱｰﾁﾜﾝ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 沢井製薬 持続性高血圧･狭心症治
療剤(β 遮断剤)用ISM

020705収載

526 t526 t526 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾟﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大洋薬品工業・科研製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

526 YD 526 0.3 YD526 裸錠 白 無 ﾍﾞｲｽﾛｰｽ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 陽進堂・富士製薬工業，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

糖尿病食後過血糖改善
剤

1002ｱｲﾛﾑ製薬中止

526 裸錠 薄橙 有 ﾋﾊﾟﾄｰﾙ錠10 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 山之内製薬 降圧剤 9610中止
527 BMS:527 BMS527 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾌﾟﾘｾﾙ錠20mg ﾀﾞｻﾁﾆﾌﾞ水和物 20mg(ﾀﾞｻﾁﾆ

ﾌﾞとして)
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ

ｾﾞｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ
090313収載

527 IC 527 IC-527 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢ｲｾｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｲｾｲ H2受容体拮抗剤 050708収載
527 M 527 M527 10mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ｸﾘﾏｰｹﾞﾝOD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｸﾘﾏｰｹﾞﾝ
ES錠10mg)

527 n NT10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 0211ﾋｰﾄ変更，10mg追
加，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 970711収載

527 NP 527:100 100mg:NP-527 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢NP｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

527 NS 527 NS527 10:10mg 裸錠 薄桃 有 ｼﾝﾍﾞﾉﾝ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日新製薬・第一三共ｴｽ
ﾌｧ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0607販売

527 SW 527 SW-527 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁﾜﾝ錠20 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 持続性高血圧･狭心症治
療剤(β 遮断剤)

020705収載

527 t527 t527 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾟﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大洋薬品工業・科研製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

527 Tw 527:0.2 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

100528収載

527 YD 527 YD527 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 陽進堂 鎮痛・解熱剤 0707中止 050708収載
527 糖衣錠 橙 無 ﾋﾊﾟﾄｰﾙ錠50 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 50mg 山之内製薬 降圧剤 9301中止
528 BMS:528 BMS528 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白～微黄白 無 ｽﾌﾟﾘｾﾙ錠50mg ﾀﾞｻﾁﾆﾌﾞ水和物 50mg(ﾀﾞｻﾁﾆ

ﾌﾞとして)
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ

ｾﾞｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ
090313収載

528 SW 528 SW-528 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｻﾜﾁｵﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 沢井製薬 脳循環･代謝改善剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾁｵﾝS錠)
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

528 YD 528 YD528 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg「YD」 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 陽進堂 睡眠導入剤 050708収載
529 529 糖衣錠 赤 無 ﾆﾁｺﾊﾞ2号 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 89中止
529 KW529 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾘﾛﾝA30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 共和薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9104中止
529 YD 529 YD529 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg「YD」 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 陽進堂 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0708中止 0507発売
530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠3 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 3mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 010706収載(商品名の変

更 前:ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙ錠)
530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 3mg 興和新薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ
530 K W:530 KW530 25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 共和薬品工業 気管支拡張剤 960705収載
530 n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ

ｲﾄﾞ･吉富薬品
抗血小板剤 0108中止 970908販売

530 n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日医工 抗血小板剤 0612商品名変更(前:ﾆﾁｽ
ﾃｰﾄ錠) 0208ﾋｰﾄ変更
900713収載

530 NS 530 NS530 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日新製薬 消化管運動賦活剤 080704収載
530 YD 530 YD530 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠400mg「YD」 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 陽進堂 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0708中止 050708収載
531 HC 531 HC531 糖衣錠 桃 無 ﾀﾞｲﾓﾝ 北陸製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤

削除)，裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

531 IC 531:2.5 IC-531 2.5mg 2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｲｾｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｲｾｲ･ｶｲｹﾞﾝ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

531 KW 531 KW531 50 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 共和薬品工業 気管支拡張剤 960705収載
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531 n531 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 日医工 抗菌性化学療法剤 0902ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前：大日本
住友製薬)

531 Tw 531:0.5 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠0.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
531 YD 531 YD531 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg「YD」 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 陽進堂 高尿酸血症治療剤 0708中止 0507発売
531 糖衣錠 白 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整

脈治療剤，本態性振戦治
療剤

旧ﾋｰﾄ(1008迄)

531 糖衣錠 白 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

1008ﾋｰﾄ変更(ALM削除
等)

531 裸錠 白 有 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠6 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 6mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（裏ｺｰﾄﾞ Ｈ・
Ｄ6削除） 9705ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 900601収

532 IC 532:5 IC-532 5mg 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｲｾｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｲｾｲ･ｶｲｹﾞﾝ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

532 ｎ 532 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾄﾞｰﾊﾟ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 日医工 高血圧治療剤 1012中止 0606商品名変
更(前:ﾆﾁﾄﾞｰﾊﾟ錠) 0303本
体ｺｰﾄﾞ刻印，ﾋｰﾄ変更
9003記号追加

532 Tw 532:1 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
532 YD 532 YD532 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠40mg「YD」 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 陽進堂 経口血糖降下剤 0707中止 050708収載
532 糖衣錠 薄橙 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整

脈治療剤，本態性振戦治
療剤

旧ﾋｰﾄ(1008迄)

532 糖衣錠 薄橙 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

1008ﾋｰﾄ変更(ALM削除
等)

533 MH 533 MH533 20:20mg 裸錠(口腔内崩
壊錠）

白 有 ｸﾘﾏｰｹﾞﾝOD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｸﾘﾏｰｹﾞﾝ
ES錠20)

533 n 533:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｶﾞﾚﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-全星薬品
工業，全星薬品，日医工

持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

533 YD 533 YD533 裸錠 白 有 ﾊﾞﾝﾘｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 陽進堂 狭心症治療用ISMN製剤 0708中止 050708収載
534 n 534 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｶﾞﾚﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
日医工ﾌｧｰﾏ-全星薬品
工業，全星薬品，日医工

持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 十字割線

534 NS 534 NS534 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢NS｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日新製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

080704収載

534 Tw 534 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 東和薬品 経口血糖降下剤 101119収載

534 YD 534 YD534 裸錠 白 有 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ錠5mg
「YD」

ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 陽進堂 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0708中止 0507発売

534 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾒﾁﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 山之内製薬 消化器機能異常改善剤 0105中止 9709ﾋｰﾄ裏変
535 C 535 裸錠 白 無 ｵｰｿ777-21錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ

ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
0.5mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-持田製薬 経口避妊剤 0704商品名変更(前:ｵｰｿ
777-21) 0504本体ｺｰﾄﾞ変
更(前：JK)

535 IC 535 IC-535 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾛｷﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｲｾｲ 広範囲経口抗菌製剤 060707収載 1101製造販
売元変更(前:ﾊｲｿﾞﾝ製薬)

535 NMB 41 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

535 糖衣錠 橙 無 ﾆﾁﾋﾞﾀE錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9107中止
535 NP 535  NP 535 50mg:NP-535 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 091113収載
535 NS 535 NS535 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢NS｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
日新製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗剤)
080704収載

535 SW 535 SW-535 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙｼﾞﾗｰﾄ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 Ca拮抗剤 020705収載
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535 YD 535 YD535 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢YD｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

陽進堂・佐藤製薬，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，第一三共ｴｽﾌｧ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

535 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗薬)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠2.5)

535 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾒﾁﾝ錠10 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 10mg 山之内製薬 消化器機能異常改善剤 0005中止 9709ﾋｰﾄ裏変
536 裸錠 白～微帯黄

白
有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠10mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 10mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 0403中止 0303ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
536 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠 ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ錠)，

除等)
536 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ(陽進) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 0601中止

536 NS 536 NS536 0.1:0.1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢日新｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日新製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

536 P-D 536 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 125mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

536 536:2.5 YD536 2.5mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
YD｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

536 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗薬)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5)

536 裸錠 白～微帯黄
白

有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠10mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 10mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9707ﾋｰﾄ
裏変更

537 DS 537:10 DS537:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

537 537:KW537 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾞﾗﾀﾞｷｻﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 共和薬品工業 排尿異常治療剤 9205中止
537 ｎ 537:1.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 日医工 経口血糖降下剤 101119収載
537 NP 537:0.125 0.125mg:NP-537 0.125 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛｿﾞｰﾑ錠0.125mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.125mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 睡眠導入剤 100528収載
537 NS 537 NS537 0.2:0.2mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠

0.2mg｢日新｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日新製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
101119収載

537 SW 537 SW-537 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙｼﾞﾗｰﾄ錠2 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 Ca拮抗剤 020705収載
537 YD 537:5 YD537 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢

YD｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 陽進堂・あすかActavis製

薬，武田薬品工業
ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

537 裸錠 白～微帯黄 有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠30mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 30mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 9707中止
538 裸錠(長円形) 帯黄白～黄

白
有 ﾄﾗｺﾅ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

538 YD 538:10 YD538 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
YD｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

538 裸錠 白～微帯黄 有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 20mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 9612中止
539 YD 539:5 YD539 5mg:5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢YD｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 陽進堂・あすかActavis製

薬，武田薬品工業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

539 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗性降圧剤 0504社名変更(合併)
540 FPF-540 裸錠 白～微黄 無 ﾄﾚｶﾙﾓA錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 藤本製薬 前立腺肥大症治療剤 8808中止
540 糖衣錠 淡緑 無 ﾆﾁﾏﾘﾝ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本医薬品工業 不整脈治療剤 9201中止
540 P-D 540 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

540 TYK540 1:TYK540 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

540 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 循環機能改善剤 0504社名変更(合併)
010907収載(商品名の変
更 前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠)

541 n 541 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾏﾛﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日医工 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁﾏﾛﾝ錠)
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541 NS 541 NS541 2.5:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
NS｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日新製薬･第一三共ｴｽ
ﾌｧ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

091113収載

541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

541 PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

541 PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9508
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

541 SW541 SW-541:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 090515収載
541 TYK541 2:TYK541 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢

NT｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

542 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg（ﾌｪﾉﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝとして）

山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0403中止 0302ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

542 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

542 NMB 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

542 NS 542:5 NS542 5:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢NS｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日新製薬･第一三共ｴｽ
ﾌｧ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

091113収載

542 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾗｯｸｽ-
P(50mg)) 0304社名変更
（統合に伴い）

542 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

542 PT 542 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9510
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

542 SW542 SW-542:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 090515収載
542 TYK542 4:TYK542 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢

NT｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

542 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9708ﾋｰﾄ
裏変更

543 NMB 45 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

543 NS 543 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾆﾌﾟﾛｽ錠2mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日新製薬・科研製薬 高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

070706収載

543 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠300mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 300mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 9604中止

544 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾁﾚｰﾄRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本医薬品工業 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ製剤 9312中止 900713収載
544 NS 544:8 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆﾌﾟﾛｽ錠8mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日新製薬・科研製薬 高血圧症・狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
070706収載

544 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1009迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLA20mg)

545 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ
LA40mg)

546 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾎﾟﾗｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 日医工 喘息治療剤 0102時点で未取扱
990709収載

547 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾉﾝ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 1008ﾋｰﾄ若干変更
548 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾉﾝ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 1009ﾋｰﾄ若干変更
549 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐

黄(白帯)
ﾋﾎﾟｶ5mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

550 KW 550 550:KW550 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽｸﾛｼﾞﾙ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 共和薬品工業 脳循環代謝改善剤 0703中止 04頃本体ｺｰﾄﾞ
追加 0009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，
裏商品名記載
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550 IC 550 IC-550 100mg:IC-550
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｲｾ
ｲ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ｲｾｲ･ｶｲｹﾞﾝ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

550 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205まで) 9702ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

550 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 興和-興和創薬 虚血性心疾患 0310本体ｺｰﾄﾞ両面→片
面一括 0205ﾋｰﾄ変更

550 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽｸﾛｼﾞﾙ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 共和薬品工業 鎮暈剤 旧ﾋｰﾄ(0009迄)
550 ｎ 550 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢日医 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日医工 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
550 SW 550：10 SW-550 10：10mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾀﾞｳﾝ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭

化成ﾌｧｰﾏ
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

040709収載

550 TKS 550 OY:TKS550 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｵｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 子宮内膜症･乳腺症治療
剤

旧ﾋｰﾄ(0308迄) 0110販売
元変更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

550 TKS 550 TKS 550 TKS550：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｵｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ，
杏林製薬

子宮内膜症･乳腺症治療
剤

0609中止 0308ﾋｰﾄ変更

550 YD 550 YD550 15mg:15mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢YD｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

睡眠障害改善剤 1004ﾋｰﾄ表15mg追加
070706収載

550 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐
黄(白帯)

ﾋﾎﾟｶ10mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

551 ｶﾞﾁﾌﾛ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾁﾌﾛ錠100mg ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 100mg(ｶﾞﾁﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

杏林製薬 広範囲経口抗菌薬 0809中止 0612ﾋｰﾄ裏記

020607収載 大日本住友
のものとﾋｰﾄ異なる

551 裸錠 微黄 無 ﾋﾎﾟｽﾀｯﾄ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 共和薬品工業 前立腺肥大･前立腺癌治
療剤

9205中止 900713収載

551 ｎ 551:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢日
医工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 091113収載

551 SW 551 SW-551 20mg:20mg 裸錠 白 有 ｱｲﾛｸｰﾙ錠20 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 狭心症治療用ISMN製剤 020705収載
551 YD 551 YD551 20mg:20mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢YD｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠障害改善剤 1004ﾋｰﾄ表20mg追加

070706収載
551 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐

黄(白帯)
ﾋﾎﾟｶ15mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

552 552 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠｢日医工｣5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本医薬品工業 催眠鎮静剤 9211中止
552 ｎ 552:5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
薄橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢日医

工｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
日医工 持続性Ca拮抗薬 091113収載

552 NS 552 NS552 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾗｼﾞｰﾙ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日新製薬 心臓選択性β -遮断剤 1005発売
552 SW 552 SW-552 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾍﾞﾀｷｰﾙ錠5 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
血管拡張性β 1遮断剤 020705収載

552 YD 552 YD552:50mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾏﾐﾝ錠50mg ｼﾞﾒﾝﾋﾄﾞﾘﾅｰﾄ 50mg 陽進堂 鎮暈･鎮吐剤 0908商品名変更(前:ﾄﾞﾗﾏ
ﾐﾝ)

552 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾊﾙﾅｰﾙ0.1mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509中止，ﾊﾙﾅｰﾙD錠
0.1mg ，0.2mgが0506収
載 0504社名変更(合併)

553 SW 553 SW-553 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾍﾞﾀｷｰﾙ錠10 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 020705収載

553 YD 553:1 YD553 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
YD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

553 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ﾊﾙﾅｰﾙ0.2mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509中止，ﾊﾙﾅｰﾙD錠
0.1mg ，0.2mgが0506収
載 0504社名変更(合併)

554 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾆﾁEﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日医工 微小循環改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁEﾈｰﾄｶﾌﾟｾ

554 NS 554:1 NS554 1:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
NS｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日新製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

554 YD 554:2 YD554 2mg:2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
YD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載
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555 K W KW555 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5｢ｱﾒﾙ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 共和薬品工業 高血圧･不整脈治療剤 9205中止
555 M 555 M555 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児

用｢ﾏｲﾗﾝ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 080201収載(商品名変

更，前:ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
50mg小児用｢ﾒﾙｸ｣)，社
名変更に伴い(前:ﾒﾙｸ製

555 ｎ 555:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢日医
工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

555 裸錠 白～淡黄 有 ﾆﾁｾﾙﾋﾟﾝS錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9209中止
555 NS 555:2 NS555 2:2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢

NS｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日新製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

555 YD 555:4 YD555 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
YD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

556 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢50｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9612中止 8712ｼｰﾄ変更
556 KW 556 KW556 20:KW556 20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 共和薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体製剤
020705収載

556 M 556 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 080201収載(商品名変
更，前:ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)，ｺｰ

556 MERCK 556 MERCK556 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾒﾙ
ｸ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾒﾙｸ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧品名(080201迄，新品
名:ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
ﾏｲﾗﾝ｣)，ｺｰﾄﾞも変更

556 NS 556:4 NS556 4:4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NS｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日新製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

556 YD 556 YD556 50mg:50mg 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢YD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 陽進堂･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

食後過血糖改善剤 090515収載

556 口腔内崩壊錠 白 無 ﾊﾙﾅｰﾙD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0908迄) 050610
収載

557 ｎ 557 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢日医工｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 080704収載 十字割線

557 NS 557 NS557 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢日
新｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日新製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

557 YD 557 YD557 100mg:100mg 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢YD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 陽進堂･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

食後過血糖改善剤 090515収載

557 口腔内崩壊錠 白 無 ﾊﾙﾅｰﾙD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0906頃迄)
050610収載

558 NS 558 NS558 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢日
新｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日新製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

558 YD 558 裸錠 淡褐～緑褐 無 健胃配合錠｢YD｣ 陽進堂 苦味健胃･制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:健胃錠) 0811
ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴い
(前:大日本住友) ﾊﾞﾗのみ

559 YD 559:5 YD559 5mg:5mg 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾛｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 陽進堂 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
560 KK 560:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｺｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
救急薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 1001販売元変更(前:興和

創薬，興和)
560 560 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛｯｸﾋﾞｰ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 共和薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0711中止 900713収載
560 TSU560 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾊﾞﾅﾘﾝﾄｯﾌﾟ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 鶴原製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9601中止
561 KK 561:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｺｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
救急薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 1001販売元変更(前:興和

創薬，興和)
561 KW 561 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾝｸﾚｰﾙ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 共和薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載
960705収載

562 KW 562：5 KW562 5:KW562 5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠5mg「ｱﾒ
ﾙ」

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

562 TSU 562 TSU562 6mg:6mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘｱﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ めまい・平衡障害治療剤 1004本体ｺｰﾄﾞ追加
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘｱﾝ錠)

563 563 糖衣錠 白 無 ﾈｵﾀﾞｲｱﾝ ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9106中止
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563 KW 563：10 KW563 10:KW563 10 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10mg「ｱﾒ
ﾙ」

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

563 TSU563 30mg:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ錠30mg ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 鶴原製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ30)

564 ｎ 564 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(徐放
性)

白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠100mg｢
日医工｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日医工 高脂血症治療剤 081107収載

564 TSU564 60mg:60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ錠60mg ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 鶴原製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ60)

565 KW 565 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

565 DI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗めまい剤 92中止

566 KW 566 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 020705収載
567 TSU567 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 γ -ﾊﾟﾙﾄｯｸｽﾝ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 鶴原製薬 高脂質血症治療剤･自律

神経機能調整剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:γ -ﾊﾟﾙﾄｯｸｽﾝ
50)

568 KW 568 10:KW568 10 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg「ｱﾒﾙ」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 共和薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
568 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/

白～帯黄白
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢日医工｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 日医工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

569 KW 569 20:KW569 20 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg「ｱﾒﾙ」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 共和薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
569 TSU 569 TSU569 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1.5mg｢ﾂﾙﾊ

ﾗ｣
ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 鶴原製薬 精神障害治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠
(ﾂﾙﾊﾗ))

570 KW 570 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0007中止 共和薬品のﾊﾟ
ﾄﾞﾗｾﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

570 KW 570 KW570 50:KW570 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 旧品名(050610迄)，品名
変更に伴い(新：ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ
錠50mg) 共和薬品のｸﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

570 KW 570 KW570 50:KW570 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0812中止 共和薬品のｸﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

570 SW 570:2.5 SW-570:2.5 mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ｻﾜｲ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

570 TTS 570:1 TTS-570 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾀｶﾀ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 高田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

570 YD 570:2.5 YD570 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
YD｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

陽進堂 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

571 DS 571 DS571 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

571 n 571 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾆﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日医工 筋緊張緩和剤 0210ﾋｰﾄ変更，1mg追加，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
980710収載

571 SW 571:5 SW-571:5 mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

571 TTS 571:3 TTS-571 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾀｶﾀ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 高田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

571 YD 571:5 YD571 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢YD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

陽進堂 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

572 DS 572:5 DS572 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

572 KW572 50：KW572 50 裸錠(長方形) 薄黄 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠50μ g
「ｱﾒﾙ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

050708収載

572 SW 572:10 SW-572:10 mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｻﾜｲ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載
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572 YD 572:5 YD572 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡赤 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 陽進堂 持続性選択H1受容体拮
抗剤

091113収載

573 KW573 250：KW573 250 裸錠(長方形) 薄緑 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠250μ g
「ｱﾒﾙ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

050708収載

573 TSU573 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾄﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 9601中止 900713収載
573 YD 573:10 YD573 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 陽進堂 持続性選択H1受容体拮

抗剤
091113収載

574 n 574:5 裸錠 白 無 ﾍﾙﾊﾟﾐﾝ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 日医工 心機能改善薬 010706収載
574 DS 574:10 DS574 OD 10mg:OD

10mg
裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

574 SW-574 100 SW-574 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

574 TSU 574 TSU574 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾌﾛｷｻｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 鶴原製薬 広範囲経口抗菌剤 9903本体ｺｰﾄﾞ追加(TSU
574) 970711収載

575 n 575 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾐﾝ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 日医工 心機能改善薬 010706収載
575 KW 575 KW575 裸錠 白 有 ﾊﾞﾅｰｾﾞ錠ｵｰﾗﾙ ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

共和薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 中止（未発売） 薬価削除
940708収載

575 TSU 575 TSU575 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾌﾛｷｻｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 鶴原製薬 広範囲経口抗菌剤 9812本体ｺｰﾄﾞ追加(TSU
575) 970711収載

575 YD 575 YD575 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠10mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

091113収載

576 PT576:10 裸錠 白 無 ﾅｰﾍﾞﾝ錠 ﾁｵﾁｷｾﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神病治療剤 9909中止
576 YD 576 YD576 60mg:60mg 徐放性錠剤 白 有 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 陽進堂 Ca拮抗剤 091113収載
577 KW 577 KW 577:KW577 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾞｿｺﾞﾘﾝS錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 共和薬品工業 脳循環･代謝改善剤 0710本体記号577裏→表

へ 共和薬品のﾊﾞｿｺﾞﾘﾝ錠
5mg(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ，中止)とｺｰ
ﾄﾞ同じ

577 KW:577 KW577 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾞｿｺﾞﾘﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 共和薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 共和薬品のﾊﾞ
ｿｺﾞﾘﾝS錠5mg(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

577 n 577 徐放錠（ﾌｨﾙﾑ
ｺｰﾄ）

白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
日医工｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日医工 高脂血症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾚｰﾄ
SR錠200mg)

577 SW 577 SW-577 100mg:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾌﾛｷｼｰﾙ錠100 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載

577 TSU 577 TSU577 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾄﾈｰﾙ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 鶴原製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0503中止 030704収載
577 YD 577 YD577 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢YD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 陽進堂 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

578 TSU 578 TSU 578 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾄﾈｰﾙ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 鶴原製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0607中止 030704収載
578 YD 578 YD578 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢YD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 陽進堂 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

580 580 裸錠 白 有 ﾉｲｺｰﾋｽ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日本医薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9105中止
580 SQUIBB 580 糖衣錠 茶 無 ﾏｲｺｽﾀﾁﾝ錠 ﾅｲｽﾀﾁﾝ 50万単位 ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗真菌剤 9105中止
580 TSU580 5mg:5mg 糖衣錠 橙黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

581 SW-581 100 SW-581 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞﾅｾﾌｧﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

583 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｲﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日本医薬品工業 情動調整剤 9211中止
584 584 裸錠 黄～淡黄褐 有 ﾉｲﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 日本医薬品工業 高脂質血症改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9106中止
584 TSU 584 TSU584 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾁｵﾛｰﾙ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 鶴原製薬 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾁｵﾛｰﾙ)

585 硬ｶﾌﾟｾﾙ わずかに黄
帯白/わずか
に黄帯白

ﾌﾙｴｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 抗悪性腫瘍剤 9906中止

585 TSU585 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟｵﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 900713収載
586 TSU586 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟｵﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 920710収載
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587 FPF 587 FPF587 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｻﾞｸﾞｯﾄﾞ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 藤本製薬 血管拡張剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載 010907収載(規格表
示変更)

587 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉｲﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日医工 解熱鎮痛消炎剤 旧品名(080620ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢日医工｣に
変更)

587 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
日医工｣

ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾ

588 FPF 588 FPF588 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾛｰｻﾞｸﾞｯﾄﾞ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 藤本製薬 血管拡張剤 010907収載(商品名，規
格表示変更)

588 KW588 50 50:KW588 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg「ｱ
ﾒﾙ」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 050708収載

588 n 588 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾉｲｽｵｰﾗ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日本医薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
589 KW589 100 100:KW589 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg

「ｱﾒﾙ」
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 050708収載

590 n 590 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止
591 S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止
591 SW 591 SW-591:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ

ﾀﾁﾝとして)
沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
091113収載

592 裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ｼｵﾉｷﾞ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 塩野義製薬 痛風治療剤 旧品名(1003迄)，高田製
薬への承継に伴い(新：ｺ
ﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣)，旧

592 SW 592 SW-592:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

592 TTS 592 0.5:TTS-592 0.5 裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 高田製薬 痛風治療剤 100401商品名変更，塩野
義製薬からの承継に伴い
(前:ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ｼｵﾉ
ｷﾞ｣)，ｺｰﾄﾞ変更

592 裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 塩野義製薬 痛風治療剤 旧ﾋｰﾄ（0208迄） 98ﾋｰﾄ記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9506ﾋｰﾄ変更

593 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg 日医工 徐放性鉄剤 旧品名(090925規格単位
が鉄100ｍｇに変更された
ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100ｍｇに変

593
100mg(鉄100mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾏﾙ酸第一鉄 100mg(鉄とし
て)

日医工 徐放性鉄剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾ
ﾙ)，規格単位が鉄100mg
に変更

593 SW 593 SW-593:30 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

595 KW 595 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌｪﾆﾚﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

共和薬品工業 鉄欠乏性貧血治療剤 940708収載

599 MH 599 MH599 5：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠
5mg)

599 MH 599 MH599 5：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

600 St108:600mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹｰｻﾌﾟﾗｲ錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg 佐藤薬品工業-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

徐放性ｶﾘｳﾑ剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹｰｻﾌﾟﾗｲ錠)

600 ZYVOX 600mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微黄白 無 ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ錠600mg ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ 600mg ﾌｧｲｻﾞｰ ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾝ系合成抗菌
剤(VRE感染症治療薬)

0406ﾋｰﾄ変更

600 CG 504 600mg：600mg CG504 糖衣錠 白 無 ｽﾛｰｹｰ錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg(ｶﾘｳﾑ
として8mEq)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性ｶﾘｳﾑ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾛｰｹｰ) 03頃
ﾋｰﾄ変更，表SLK削除等

600 FJ 003 600 FJ 003 600:600mg 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
形)

白 無 ｵｷｺﾅｰﾙ腟錠600mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 600mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｷｺﾅｰﾙ
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600 GC:60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 NAPP錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾐﾄﾞﾘ十字 肝機能改善剤 9610中止
600 HZ600:HZﾎﾉﾐ 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾋﾞ 剤盛堂薬品 耳鼻科用剤 07頃中止
600 1 KL600 1 KL600 1mg 裸錠 白 無 ﾎﾟﾗｷｽ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
01ﾋｰﾄ表1mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

600 2 KL600 2 KL600 裸錠 白 有 ﾎﾟﾗｷｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

01ﾋｰﾄ表2mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

600 3 KL600 3 KL600 3mg 裸錠 白 有 ﾎﾟﾗｷｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

01ﾋｰﾄ表3mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

600 KW600 糖衣錠 橙 無 ﾒｽﾁﾉﾝ錠60mg 臭化ﾋﾟﾘﾄﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 60mg 共和薬品工業 重症筋無力症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｽﾁﾉﾝ錠)

600 MH 600 MH600 10：MH600 10mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠
10mg)

600 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾ
ﾙ25

日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰ
ﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾﾙ)

600 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
型)

白 無 ｵｷﾅｿﾞｰﾙ腟錠600mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 600mg 田辺三菱製薬 抗真菌剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｵ
ｷﾅｿﾞｰﾙV600)

600 TSU600 糖衣錠 白 無 ﾌｧｲﾌﾞﾆﾝ-B 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 鶴原製薬 鎮痙鎮痛剤 9610中止
600 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(ｺｰﾜ) 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ 100mg 興和-興和創薬 不整脈治療剤 0909中止 070629収載(商

品名変更に伴い，前:硫
酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(日研))

601 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠5mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
601 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)
601 糖衣錠 白 無 ﾊｲｳｪﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 8912中止
601 IC-601 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/淡黄 ｻﾆｱｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｲｾｲ 健胃消化剤 90中止
601 JB 601 BZT1.25 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠ﾌﾞﾘｽﾄﾙ1.25 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 利尿降圧剤 9403中止
601 KYO601 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾐﾉｽﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 京都薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9301中止
601 M 601:2.5 M601 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
080704収載

601 MH 601 MH601 20：MH601 20mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠
20mg)

601 MH 601 MH601 20：MH601 20mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠20mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠20mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

601 MY-601 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/無透明 ﾌﾟﾛｱﾘｼﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 前田薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9701中止
601 裸錠 白 無 ｻﾝﾄﾆﾝ錠(日本新薬) ｻﾝﾄﾆﾝ 20mg 日本新薬 回虫駆除薬 0307中止 9803ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
601 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾊｲﾁﾞｳﾚｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ､ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 日本医薬品工業 降圧利尿剤 9204中止
601 OH-601 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾘﾋﾞｯｸ錠 ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 585mg 大原薬品工業 ｶﾘｳﾑ補給剤 0003中止 900713収載
601 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 小野薬品工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ｷﾈﾀﾞｯｸ錠)
0301ﾋｰﾄ50mg追加

601 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｱｽｷﾗｰ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg ｼｵｴ製薬 合成抗菌剤 9305中止

601 SW 601 SW-601 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾀﾞﾛﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 沢井製薬 頻尿治療剤 0612商品名変更(前:ｻﾜﾀﾞ
ﾛﾝ)

601 t 601 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 070706収載
601 裸錠 白 有 ﾌﾞｲｶﾙ錠K(旭化成)20万

単位
ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ
ｳﾑ

20万単位 旭化成工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 9206中止 920101商品名
変更

601 TBP601 TBP601 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｽﾃﾉｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 東菱薬品工業 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9206中止
601 糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ錠250mg｢

BMT｣
ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止
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601 TP-601 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

帯黄白 ﾀｹｽﾃﾛｰﾙSｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 竹島製薬 高脂血症治療剤 9504中止

601 TTS-601 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾｺﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 高田製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 8907中止
601 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 暗赤～赤紫 無 ﾌｪﾛﾘﾀｰﾄﾞ 乾燥硫酸鉄 285.6mg 日研化学 徐放性鉄剤 0102中止
602 IC-602 SNP IC-602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/淡黄透

明
ｻﾆｱｰｾﾞPｶﾌﾟｾﾙ ｲｾｲ 複合消化酵素製剤 900713収載

602 JB 602 BZT2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
602 JB 602 JB602 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙ製薬 利尿降圧剤 0108中止 9709ﾋｰﾄ裏変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
602 KYO602 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾐﾉｽﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 京都薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9301中止
602 M 602:5 M602 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
080704収載

602 t 602 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ﾀｲ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 070706収載
602 Th602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢BMT｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止
602 裸錠 白～帯黄白 無 ｸﾞﾘﾚｰﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 東光薬品工業-ﾗｸｰﾙ薬

品販売
骨粗鬆症治療剤 9803中止 960705収載

602 TP-602 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄSｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 竹島製薬 消化性潰瘍治療剤 9107中止
602 TSU602 糖衣錠 白 無 ﾌｫﾘｸﾛﾝ ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
鶴原製薬 消化器機能異常治療剤

602 602 YD602 裸錠(長円形) 灰褐 有 ﾖｳｼﾞｸｽ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 陽進堂 合成抗菌剤 0809中止
602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/無透明 ﾀﾞﾝ･ﾘｯﾁ 住友製薬 上気道炎治療剤 0312中止 9705PTPｼｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
602 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙS錠15mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 15mg 興和-興和創薬 心機能･組織循環促進剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙS錠)
602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾐﾆﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 山之内製薬 消化酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 9103本

体追加
602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾊﾞﾛﾒﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺障害改善剤 0802中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ﾊﾞﾛ
ﾒﾀﾝ)，本体ｺｰﾄﾞ追加

602 BANYU 裸錠 白 無 ｱﾝﾁﾞﾆﾝ錠250mg ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 万有製薬 抗動脈硬化剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

603 徐放性錠剤 白 無 ｾﾚﾆｶR錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 興和-興和創薬･田辺三
菱製薬

抗てんかん剤・躁状態治
療剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0610製造販
売会社社名変更，統合に
伴い(前:日研化学)

603 IC-603 HSG IC-603:HSG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌｽﾁｹﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ｲｾｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0909商品名変更(前:ﾌｽﾁ
ｹﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ)

603 KYO 603 KYO603 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉｽﾀｼﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 京都薬品工業 抗生物質製剤 0410中止
603 M603 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾋﾟｵﾍﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 模範薬品研究所 肝･胆道･膵痙縮緩解剤 9008中止
603 MO603 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｵｷｾﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 持田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止
603 ｔ 603 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
大洋薬品工業 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

603 100:TP-603 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄSｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 組織修復性抗潰瘍剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

603 TU 603 Tu603 125mg:Tu603
125mg

裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125｢TCK｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

辰巳化学-科研製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

604 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｽｵﾆﾝ ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝ配合抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0208中止 9709ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

604 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠200mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠)

604 IC-604 IC-604 IC-604 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｺｱｿﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ｲｾｲ 深在性真菌症治療剤 0705中止 040709収載
604 KYO 604 KYO604 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉｽﾀｼﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 京都薬品工業 抗生物質製剤 0410中止
604 MO604 MO604 裸錠 白 無 ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ錠400mg ｲﾉｼﾝﾌﾟﾗﾉﾍﾞｸｽ 400mg 持田製薬 亜急性硬化性全脳炎

(SSPE)治療薬
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ錠)

604 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ製剤 0710中止
604 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙ錠250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗

生物質
0310社名変更 0110ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

231 / 276 ページ



604 TBP604 TBP604 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾙﾍﾞﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 東菱薬品工業-東菱薬販 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0801中止 920713収載
604 TP-604 0.25μ g：0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
微黄 ﾎﾟｽﾛｯﾄﾙSｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・昭和薬品化

工，三笠製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0912中止

604 TSU604 80mg：80mg 糖衣錠 緑 無 ﾌｫﾘﾋﾟﾛﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 鶴原製薬 膵・胆道・尿路系鎮痙剤 0511中止
604 裸錠 薄紅 有 ﾋﾟﾅﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 東光薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0003中止 980710収載
604 徐放性錠剤 白 無 ｾﾚﾆｶR錠400mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 400mg 興和-興和創薬･田辺三

菱製薬
抗てんかん剤・躁状態治
療剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0610製造販
売会社社名変更，統合に
伴い(前:日研化学)

605 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載
605 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾ

605 IC-605 IC-605 IC-605 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾆｺｱｿﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ｲｾｲ 深在性真菌症治療剤 0705中止 040709収載
605 Dz 100 裸錠 白 無 ﾀﾞｲｱｼﾞｯﾄﾞ錠(100mg) ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 日本新薬 結核療法剤 0411中止 9711ﾋｰﾄ変更，

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
605 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
橙 有 ｼﾝｸﾙ錠500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 旭化成工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗

生物質
9410中止

605 TP-605 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾎﾟｽﾛｯﾄﾙSｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・昭和薬品化
工，三笠製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0912中止

605 TSU605 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｫﾘﾗｰﾄ錠 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 持続性脳循環改善剤 99中止 940708収載
605 TU 605 Tu605 50:Tu605 50mg(力

価)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50小児用｢

TCK｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 辰巳化学 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1003ｱｲﾛﾑ製薬中止

060707収載
605 糖衣錠 明灰緑 無 ﾋﾒﾛﾝK1錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0308中止 010706収載(商

品名の変更 前:ﾋﾒﾛﾝK1
606 裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
020705収載(商品名変更
前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠)

606 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

606 M606  M606 M606 112.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

081107収載

606 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾘｾﾞﾘｰﾄ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 進化製薬-日本医薬品工
業

潰瘍治療剤 92中止

606 NS 606 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳﾛﾆｼﾞｸｽ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 日新製薬 合成抗菌剤 99頃中止

606 SEARLE 606 SEARLE 606 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾊﾟﾙﾋﾟｰﾄ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 佐藤薬品工業-日本ﾓﾝｻ
ﾝﾄ

高血圧･狭心症治療剤 9905中止 9511変更(販社
変更) ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

606 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大洋薬品工業 化学療法剤 02頃中止
606 Tu 606 Tu606 200:Tu606

200mg(力価)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢TCK｣ ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 辰巳化学・ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0909ｱｲﾛﾑ製薬中止

0907本体ｺｰﾄﾞ変更(前:TU
606 糖衣錠 灰緑 無 ﾋﾒﾛﾝK1錠10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0308中止 010706収載(商

品名の変更 前:ﾋﾒﾛﾝK1
607 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 0.5mg（ﾀｸﾛﾘ

ﾑｽとして）
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

607 KW 607:100 KW607:KW607 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 共和薬品工業 統合失調症治療剤 091113収載
607 NS 607 裸錠 灰褐 有 ｳﾛﾆｼﾞｸｽ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 日新製薬 合成抗菌剤 9112中止
607 SANKYO 607 糖衣錠 暗赤褐 無 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ錠50 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 50mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ
607 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大洋薬品工業 化学療法剤 0303中止
607 糖衣錠 白 無 ﾛｲｺﾏｲｼﾝ錠<200mg> ｷﾀｻﾏｲｼﾝ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0601頃中止 0310社名変

更 9708ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9308本体変更

607 TSU607 裸錠 白 有 ﾌｫﾘﾛﾝﾄ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 鶴原製薬 利尿剤 10中止
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607 TTS 607 TTS-607 裸錠 黄～橙 有 ﾌｪﾆﾗﾄﾛﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 高田製薬 代謝性強心剤 9007中止
607 TU 607  TU607 TU607 50mg:TU607 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
607 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ

ﾄ
薄橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載

(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

608 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白～淡黄白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
608 M608 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾆﾄﾞﾝ錠 模範薬品研究所 解熱鎮痛剤 9008中止
608 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg ｴﾑｴﾌ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9706ﾋｰﾄ

変更
608 MM 608 MM608:NRT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾝｾﾗｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 森下ﾙｾﾙ 消炎酵素剤 9209中止
608 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
608 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本住友製薬 抗菌性化学療法剤 1101中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
608 SEARLE 608 SEARLE 608 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾊﾟﾙﾋﾟｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 佐藤薬品工業-日本ﾓﾝｻ

ﾝﾄ
高血圧･狭心症治療剤 9806中止 9511記号変更

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
608 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
明灰 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽL錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ

ﾅﾄﾘｳﾑ
250mg，
125mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

608 ｔ608 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

0410中止 0208頃本体ｺｰ
ﾄﾞ化 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

608 TU 608  TU608 TU608 100mg:TU608
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
TCK｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

608 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

608 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

609 BYKK 609 BYKK609 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ，ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸
ｶﾘｳﾑ

250mg，
125mg

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 複合抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0812迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠)

609
ATP20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ATP腸溶錠20mg｢第一三
共｣

ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 第一三共 ATP製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ATP腸溶錠”
第一”)

609 GS609 GS609 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS ｱﾓｷｼｼﾘﾝ，ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸
ｶﾘｳﾑ

250mg，
125mg

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 複合抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠
250)

609 M609 糖衣錠 黄 無 ﾌﾟﾛﾆﾄﾞﾝｿﾌﾄ 模範薬品研究所 解熱鎮痛剤 0112中止
609 SANKYO 609 糖衣錠 暗赤褐 無 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ錠250 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ
609 MF 裸錠 茶褐 無 ｴﾐﾅﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
609 TSU609 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽﾌｫﾘﾛﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 鶴原製薬 鎮痙剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞｽﾌｫﾘﾛﾝ)
609 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白

～黄白
ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商

品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

610 BYKK 610 BYKK610 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ，ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸
ｶﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 複合抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0903迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前：ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝS錠）

610 GS610 GS610 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠125SS ｱﾓｷｼｼﾘﾝ，ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸
ｶﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 複合抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠
125)

610 IC-610 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｲｶﾙｽ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ｲｾｲ 抗悪性腫瘍剤 0902中止 0211ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
記載

610 KW610 裸錠 淡黄褐 有 ﾒﾗﾋﾞｽA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 共和薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

9205中止
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610 MY-610 MY-610 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞｾﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 前田薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0209時点で中止 980710
収載

610 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ﾊｲﾆﾁｺﾊﾞ錠 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9211中止
610 SD610 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾕﾅｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工 抗生物質製剤 9810中止 97ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
610 TSU610 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡肌/淡肌 ﾌﾚｻﾞﾆﾑ ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 100mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 0201中止 9705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
611 DK611 裸錠 白 有 ｺｰﾌｪﾙﾑ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾀﾞｲﾄ 起立性低血圧･血管性頭

痛治療剤
9806中止

611 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄)
611 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 1102頃ﾋｰﾄ若干変更
611 M 611:80 M611 80mg:M611 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ

ｵ，杏林製薬
前立腺癌治療剤 090515収載

611 MECT:611 TAK:611 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｶｼﾘﾝ錠 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ 経口用合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗
生物質製剤

98中止

611 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾞ錠100mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg 小野薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息)

0306ﾋｰﾄ100mg追加 9711
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920522収載

611 PH611 100 100:PH611 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾐﾀﾄﾆﾝ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 広範囲経口抗菌剤 0912中止
611 ROCHE 611 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 日本ﾛｼｭ 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9206本

体変更
611 ROCHE 611 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 日本ﾛｼｭ 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ，0208共和薬品工

業へ承継
611 ﾊﾙｽﾛｰ 0.1mg SW-611 SW-611 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙｽﾛｰ0.1mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 沢井製薬・扶桑薬品工業 前立腺肥大に伴う排尿障

害改善剤
050708収載

611 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾐﾍﾟﾆｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0804頃中止 0310社名変
更 0201ﾋｰﾄ表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

611 TCL 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾀｲｾﾌｧｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 大洋薬品工業 経口用合成ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ
系抗生物質製剤

0504中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ
化

611 Th 611 Th611 MLB:MLB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾏﾚﾌﾞﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化管運動調律剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
920710収載

611 TSU611 糖衣錠 橙 無 ﾌﾚｻﾞﾘﾆﾝ ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 鶴原製薬 強心剤 9803中止
611 裸錠 白(薄灰ない

し淡黄の斑
無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ）
611 裸錠 白(薄灰ない

し淡黄の斑
無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(9609迄)

612 612 裸錠 白 有 ﾊｲﾆﾒｰﾙ ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日本医薬品工業 抗めまい･内耳循環調整 9011中止
612 M612 BZ-25 糖衣錠 黄緑 無 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 模範薬品研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎剤 8903中止
612 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾞ錠200mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg 小野薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害

剤(気管支喘息)
0304ﾋｰﾄ200mg追加 9707
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920522収載

612 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

612 PH612 200 200:PH612 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾐﾀﾄﾆﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 広範囲経口抗菌剤 0912中止
612 ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ

ﾌﾟﾘﾑ
200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9507
ﾋｰﾄ変更

612 ﾊﾙｽﾛｰ 0.2mg SW-612 SW-612 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙｽﾛｰ0.2mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 沢井製薬・扶桑薬品工業 前立腺肥大に伴う排尿障
害改善剤

050708収載

612 裸錠 黄 有 ｱﾑﾎﾀｲｼﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 大洋薬品工業 抗真菌性抗生物質製剤 9909中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更

612 TTS 612 TTS-612 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾋﾞｵﾅｸﾘﾝCｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 高田製薬-杏林製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9401中止
612 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/無透

明
ﾄｸﾚｽｽﾊﾟﾝｽｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
30mg

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大日本住友製薬 鎮咳剤 0802ﾋｰﾄ裏30追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｸﾚｽｽﾊﾟﾝｽｰ

613 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0808迄) 0710承継
(第一三共より) 0705ﾋｰﾄ
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613 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠)

613 IC-613 TCR IC-613 TCR:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾄｷｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ｲｾｲ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｷｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ)

613 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠300 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

150mg，
150mg

大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

613 PH 613 PH613：200mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾙﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

613 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9504
ﾋｰﾄ変更

613 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾝｸﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝｸﾙｶﾌﾟｾﾙ)

614 IC-614 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/淡黄 ｼﾌﾟﾀｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｲｾｲ 脳血流促進剤 9905中止
614 NPI:614 NPI-614:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～帯黄白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢

NPI｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧剤型，旧色，旧本体ｺｰ

ﾄﾞ(1102迄) 060707収載
614 NPI 614 NPI-614:NPI-614 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢

NPI｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1102剤型変更(前:長円

形)，本体ｺｰﾄﾞ変更，色変
更(前:白～帯黄白)

614
250

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

614 μ g 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本住友製薬 末梢性神経障害治療剤 1101中止
614 PH 614 PH614：400mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾙﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
614 SD 614 糖衣錠 橙 無 ｼﾞｮｻﾚｯﾄ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 昭和薬品化工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0606頃中止
614 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐/白 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ

ﾅﾄﾘｳﾑ
125mg，
62.5mg

旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0609中止 0112ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

614 TSU614 20mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠(ﾂ
ﾙﾊﾗ)

ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 鶴原製薬 肝臓疾患用剤 0305頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載

614 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠100 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 100mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

615 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰白 無 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 北陸製薬 血圧降下剤 98中止 9704ﾋｰﾄ変更
615 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
615 μ g 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本住友製薬 末梢性神経障害治療剤 1101中止
615 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/白 ｴﾌﾍﾟﾆｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504中止 0310社名変更
615 t 615 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠

100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
060707収載

615 TTS-615 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ﾆﾗﾐﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 高田製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9107中止
615 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠200 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 200mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

616 DK 616 DK616:DK616 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｼﾞﾙ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 狭心症治療剤 0708中止 8907本体追加
616 RI-616 RI-616 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾘﾌﾞﾘｵﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 帝三製薬 結核治療剤 0112中止
616 TSU616 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚｻﾞﾆｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 鶴原製薬・わかもと製薬 脳循環代謝改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾚｻﾞﾆｰﾙ錠)
617 DK 617 DK617 DIL50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾀﾞｲﾄ-三和化学研究所 心・腎疾患治療剤 0711中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ｼﾞﾗ
ｾﾞﾐﾝ錠) 0208錠剤色調
(白さ増)，ﾋｰﾄ変更

617 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 1mg（ﾀｸﾛﾘﾑ
ｽとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

617 HC 617 HC617 糖衣錠 帯青白 無 ﾄﾗﾝｷﾗｯｸｽ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 北陸製薬 抗不安剤(ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲ
ｻﾞｰ)

9812中止

617 IC-617 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/濃黄 ｼﾌﾟﾀｼﾞﾝD ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ｲｾｲ 脳血流促進剤 9905中止
617 KW 617 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｰﾙ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 共和薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0703中止 9808変更(製造

販売元変更の為) ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

617 M617 HS-1 裸錠 淡黄 有 ﾋｽﾀﾒｼﾞﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 模範薬品研究所 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9104中止
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617 t617 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載

617 F20 TSU617 25mg 裸錠 白 有 ﾌｫﾘﾝｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 鶴原製薬 M1受容体遮断剤 0905中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｫﾘ
ﾝｾﾞﾋﾟﾝ錠)

617 TTS-617 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ﾀｶｽﾉﾝ錠200 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 高田製薬 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ製剤 0706中止

617 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄淡紅/黄～
黄緑白

ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝ)

618 DK 618 DK618:DK618 2mg 裸錠 白 有 ｴﾙｺﾞﾓﾙﾄ錠2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ﾀﾞｲﾄ 末梢循環改善剤 0101中止 舌下錠
618 IC-618 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｴﾌﾀﾉﾝ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｲｾｲ 鎮痙剤 0706中止
618 KW618 糖衣錠 淡緑 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ｱﾒﾙ｣ ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9205中止
618 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
618 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡褐 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽP錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ

ﾅﾄﾘｳﾑ
62.5mg，
31.25mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

618 TSU 618 TSU618 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｯｺﾗｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 鶴原製薬 高脂血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｯｺﾗｰﾄ錠)

619 DK619:DK619 20mg 糖衣錠 白 無 ｾﾊﾟｼﾞﾋﾟﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 Ca拮抗性降圧剤 0805中止
619 IC-619 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ25｢ｲｾｲ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤
619 M619 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｸｺﾘﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 模範薬品研究所 抗痙縮剤 9210中止
619 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
619 TSU619 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｫﾘﾛﾐﾝ錠50 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 鶴原製薬 非ｲｵﾝ型鉄製剤 0209ﾋｰﾄ変更
620 DK 620 DK620 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾄﾐﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg ﾀﾞｲﾄ 脳循環代謝改善剤 9901中止 900713収載
620 裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品

工業
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

620 裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品
工業

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0108中止 9712ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

620 IC-620 BES IC-620 20mg:BES20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾎﾞｳｴｽｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤 0804中止
620 MO620 F 腟錠 白 無 腟用新ﾌﾗﾝｾｴﾌF錠 20mg 持田製薬 硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ腟錠 9108中止
620 TTS 620 TTS-620 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ﾀｶﾄﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 高田製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9311中止
621 T 621:0.15 μ g:T621

0.15μ g
裸錠 白 無 ﾎｰﾈﾙ錠0.15 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.15μ g 大正製薬-大正富山医薬

品
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0304大正富山医薬品販

売 010601収載
621 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠75mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 0302製
造元変更 9705ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

621 BMS 621 BMS621 80:80mg 裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ型) 微青 有 ｿﾀｺｰﾙ錠80mg 塩酸ｿﾀﾛｰﾙ 80mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 不整脈治療剤 0308ﾋｰﾄ変更 03ﾋｰﾄ変更
（表商品名削除等） 0108
ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ表裏商品
名記載 981127収載

621 DK621 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｯｸ-R錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg ﾀﾞｲﾄ 持続性高血圧治療剤 05頃中止
621 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ

変更
621 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 1103頃ﾋｰﾄ若干変更
621 IC-621 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾉｲﾘﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ｲｾｲ 解熱・鎮痛・消炎剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾉｲﾘﾄｰﾙC)
621 1.5 M621 M621 1.5：1.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣L ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0306ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 0002本
体刻印追加(M621)

621 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠1mg ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 1mg 小野薬品工業 骨粗鬆症治療剤 1102ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
090313収載

621 ROCHE 621 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｵｰﾊﾞ
ﾙ型)

白 無 ｾﾌｨﾙ錠 塩酸ｾﾌｪﾀﾒﾄﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 194mg(ｾﾌｪﾀ
ﾒﾄとして)

中外製薬-杏林製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0306中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 930319収

621 SW-621 SW-621 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾊﾞｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 子宮内膜症治療剤 0311中止 98～99ﾋｰﾄ裏
記号(SW-BX100)削除，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

621 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明灰 無 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽ錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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621 CFIX 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ100 ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)
010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

621 TBP 621 TBP621 裸錠 灰褐 有 ｳｲﾝｿﾏｰﾙ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 東菱薬品工業 合成抗菌剤 9504中止
622 T 622:0.3 μ g:T622 0.3

μ g
裸錠 白 有 ﾎｰﾈﾙ錠0.3 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.3μ g 大正製薬-大正富山医薬

品
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0304大正富山医薬品販

売 010601収載
622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 広範囲経口抗菌製剤

(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)
旧ﾋｰﾄ（0303迄） 0302製
造元社名変更 9705ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ

622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

0703本体小型化 0604販
売元変更(前:大日本住友
製薬) 0303ﾋｰﾄ変更

622 BMS 622 BMS622 40mg:40mg 裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ型) 微青 有 ｿﾀｺｰﾙ錠40mg 塩酸ｿﾀﾛｰﾙ 40mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 不整脈治療剤 0301ﾋｰﾄ変更 0104ﾋｰﾄ変
更，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
981127収載

622 DK 622 DK622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾛｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾀﾞｲﾄ β 遮断剤 中止 920710収載
622 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾞﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 藤沢薬品工業 微小循環改善剤 99中止 9710ﾋｰﾄ裏変更

(PEN削除)，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

622 IC-622 TR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡黄緑 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝC｢ｲｾｲ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg ｲｾｲ 利尿降圧剤 9502中止 93ｺｰﾄﾞ追加
(SP->PTP)

622 075 M622 M622 0.75：0.75mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣S ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0310ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 0002本
体刻印追加(M622)

622 n 622 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢日医工｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日医工 頻脈・高血圧・狭心症治
療剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙN錠)

622 TBP 622 TBP622 裸錠 灰褐 有 ｳｲﾝｿﾏｰﾙ錠500mg ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 東菱薬品工業 合成抗菌剤 中止
622 622

GlaxoSmithKline
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･

ｽﾐｽｸﾗｲﾝ
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

622 622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤 に伴い，前:第一製薬)

623 DK 623 DK623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾛｰﾙ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ﾀﾞｲﾄ β 遮断剤 中止 920710収載
623 GX 623 GX623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
黄 無 ｻﾞｲｱｼﾞｪﾝ錠300mg 硫酸ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ 300mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ

ｸﾗｲﾝ
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)
623 SW 623 SW-623 裸錠 白 無 ｴﾝﾍﾟﾗｼﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ

複合剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾍﾟﾗｼﾝ錠)

623 TSU623 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌｫﾘﾒｼﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 消化管運動改善剤 960705収載
623 623

GlaxoSmithKline
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･

ｽﾐｽｸﾗｲﾝ
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

623 623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
624 DK 624 DK624 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾍﾞｽﾉﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ 脳循環代謝改善剤 9706中止 920710収載
624 PE PE624SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾍﾟﾓｰﾙ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 抗菌剤 9603中止 95変更
624 SANKYO 624 腟錠（裸錠） 白 無 ｸﾛﾏｲ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾛﾏｲ腟錠)
624 NA 250 NA250 624SV 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 9603中止 95変更
624 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙSR錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成 持続性経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘ

ﾝ系抗生物質
0107中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

624 FX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾐｺｼﾝ錠100 ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)
624 TBP 624 TBP624 裸錠 白 有 ｺｺｰﾙ錠 ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 東菱薬品工業 抗真菌剤 0411中止
624 TSU624 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｫﾘｸﾛﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
鶴原製薬 消化管機能異常治療剤 980710収載

625 NPI 625A NPI-625A:400 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｸﾛﾋﾞﾙ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 日本薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載
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625 DK 625 DK625 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞﾁﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾀﾞｲﾄ 高脂血症治療剤 0105中止 920710収載
625 KW625 裸錠 白 有 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ錠｢ｱﾒﾙ｣ ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 共和薬品工業 利尿降圧剤 9205中止
625 NPI 625 NPI 625 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｸﾛﾋﾞﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 日本薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
625 ACV 200 TAIYO 625:200mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

625 TSU625 81 裸錠 淡橙 無 ﾌｧﾓﾀｰ錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 鶴原製薬 小児用解熱鎮痛剤 0010中止 0003承継(堀田
薬品合成より)

625 TSU625 81mg:81mg 二層錠 淡橙 無 ﾌｧﾓﾀｰ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 鶴原製薬・ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｧﾓﾀｰ81mg

625 裸錠 白 有 ﾎﾟﾝｼﾙFP錠125mg ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 武田薬品工業 内服用皮膚糸状菌症治
療剤

0812中止 010907収載(商
品名変更 前:ﾎﾟﾝｼﾙFP)，
ﾋｰﾄ変更(125追)

626 IC-626 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/淡黄 ﾄﾘﾃﾞﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg ｲｾｲ 胆道機能改善剤 0612中止
626 3 M626 M626 3：3mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0311ﾋｰﾄ変更

0002本体刻印追加
(M626) 9609ﾋｰﾄ変更(HA

626 NMB 626 NMB626:NMB626 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
626 NMB 626 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 0006中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
626 TTS 626 TTS-626 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾛｻｲﾙCｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 高田製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9410中止 900713収載
627 13-627 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾌﾞﾝKP ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0305頃迄)
627 IC-627 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾌﾞﾝKP ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 0410中止
627 M627 PA-60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠｢ﾓﾊﾝ｣60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 模範薬品研究所 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9008中止
628 M628 裸錠 白 有 ﾋﾟﾙﾃﾛｰﾙ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 模範薬品研究所 高血圧･不整脈用剤 9302中止
628 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｲﾅｰｾﾞ錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 1万ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ

単位
大日本製薬 抗炎症内服剤 9007中止

629 NPI:629 A NPI-629A 125 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

629 AC629 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｸﾄﾗﾝC ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 帝三製薬 合成抗菌剤 9201中止
629 HF629A0 裸錠 淡黄 有 ﾀﾛｷｼｯﾄﾞ錠500 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 500mg 陽進堂 合成抗菌剤 9503中止
629 NA 250 NA250 629 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで)
629 NPI 629 NPI-629 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｺﾊﾟｽﾀｰ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 日本薬品工業 合成抗菌剤 0809中止
629 PA 250 PA629SV 裸錠 淡黄 有 ﾊﾟﾊﾟﾅｰﾙ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 9308中止
629 PE PE629SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾍﾟﾓｰﾙ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)
629 NA 500 NA500 629SV 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 進化製薬 合成抗菌剤 9603中止
630 KW630:KW630 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾐｵﾘﾗｰｸ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 筋緊張･循環改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0610迄)

0103ﾋｰﾄ裏商品名記載
630 KW 630 KW630:KW630 50mg 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾘﾗｰｸ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 筋緊張･循環改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾘﾗｰｸ錠)
0610本体ｺｰﾄﾞ，剤型変
更，色変更

630 SW 630:10 SW-630:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ錠10 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 沢井製薬 鎮暈剤 100528収載
631 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠10mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
631 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9701ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9307変更

631 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠100mg ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｶﾏｲｼﾝ錠)

631 M 631 M631 25 mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

631 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)

632 M 632 M632 50 mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

632 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g 大日本製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
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632 μ g 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大日本住友製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠)

632 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 125mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

633 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 藤沢薬品工業 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで)
633 M 633 M633 75 mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

75mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ﾏｲﾗﾝ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

633 NMB 633 NMB633:NMB633 37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
633 NMB 633 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 0006中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
633 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白

～黄白
ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変

更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)
634 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 消化器機能異常治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠)

635 M635 糖衣錠 白～微黄 無 ﾊﾟﾊﾟﾆﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 26.4mg 模範薬品研究所 非麻薬性鎮咳剤 9104中止
635 635 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾀｲｾﾌﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗

生物質製剤
01頃中止 9711ﾋｰﾄ変更

635 635 TCF-250 635 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾀｲｾﾌﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで)
635 m 50 TTS-635 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠小児用

50mg｢ﾀｶﾀ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 高田製薬･大原薬品工

業，塩野義製薬
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

636 m 200 TTS-636 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｶ ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 高田製薬･大原薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
639 KW 639 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾞｺﾛﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 共和薬品工業 消化管運動調律剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌﾞｺﾛﾝ錠)

639 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
640 M640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾟﾘｺﾗｰｾﾞ錠 模範薬品研究所 消化酵素複合剤 9804中止 900713収載
640 SANKYO 640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾄﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 三共 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9803中止
640 YD 640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
H2受容体拮抗剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠
10mg)，ｺｰﾄﾞ･剤型変更
(前:糖衣錠)

640 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
641 PT 641 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ

ﾙとして)
ﾃｲｶ製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 広域駆虫剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に

伴い(佐藤製薬へ) 03頃
ﾋｰﾄ変更

641 SANKYO 641 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾄﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 三共 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9803中止
641 TSU 641 TSU641 30mg 裸錠 白 無 ﾍﾏﾚｷｰﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 鶴原製薬 Ca拮抗剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾏﾚｷｰﾄ錠)
641 YD 641 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
H2受容体拮抗剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠
20mg)，ｺｰﾄﾞ･剤型変更
(前:糖衣錠)

642 FPF-642 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾃﾞﾐｴﾙ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 藤本製薬 頻尿治療剤 9003中止
642 YD 642 YD 642 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢

YD｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 陽進堂 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

643 2 M643 M643 2 裸錠 白 有 ﾎﾞﾗﾝﾀ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 模範薬品研究所 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0112中止 960705収載

643 YD 643 YD 643 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
YD｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 陽進堂 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

643 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか
に紅帯白

無 ﾒﾘｼﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ﾒﾘｼﾝ錠)

644 3 M644 M644 3 裸錠 白 有 ﾎﾞﾗﾝﾀ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 模範薬品研究所 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9901中止 960705収載

645 裸錠 白 有 複合ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ配合錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 67mg，33mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:複合ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ
錠) ﾊﾞﾗ包装のみ
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645 TSU645 10mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾗﾎﾙﾃﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾗﾎﾙﾃﾝ)

646 MH646 500 MH646 500mg：500mg 裸錠 白 無 重曹錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 制酸剤 080201収載(商品名変
更，前:重曹錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

646 腸溶性糖衣錠 黄 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 陽進堂-日医工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0801中止 0309ﾋｰﾄ変更
646 TSU646 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾍﾞﾘｰｱｯﾌﾟ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾗｰﾄ 100mg 鶴原製薬 脳･末梢血流改善剤 99中止
647 糖衣錠 橙 無 ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg｢ｲｾｲ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg ｲｾｲ-日医工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 ｲｾｲとﾋｰﾄ異なる
647 NMB 647 NMB647:NMB647 10/100 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾒﾈｼｯﾄ錠100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，

10mg(無水物
として)

万有製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

647 NMB 647 NMB647 100 mg:100 mg 裸錠(楕円形) 薄青 有 ﾒﾈｼｯﾄ配合錠100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

MSD 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾈｼｯﾄ錠100)

647 TSU 647 TSU647 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾍﾟﾙﾁｽﾀﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 鶴原製薬 抗血小板剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
647 硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放

性)
淡黄/橙 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 0.5mg(ﾀｸﾛﾘﾑ

ｽとして)
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

648 CCL 648 CCL 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 大洋薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 900713
収載

648 CCL 648 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 大洋薬品工業 経口ｾﾌｪﾑ系抗生物質製
剤

0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9705ﾋｰﾄ変更 9007
収載

648 n 648
648 2.5

裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

経口血糖降下剤 0007中止 930909販売

648 n 648:2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日医工 経口血糖降下剤 1103本体ｺｰﾄﾞ2.5追加
648

500mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0603頃中止 0309ﾋｰﾄ変

更 9210ﾋｰﾄ変更
648 TSU648 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾘｱﾄｰﾙSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 鶴原製薬 高脂血症治療剤 0708中止 000707収載
649 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢日医工｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 日本医薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9503中止
650 KW 650 KW650 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾃﾝﾎﾟ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 共和薬品工業 β 遮断剤 中止 920710収載 未販売
650 KW 650:5 5:KW650 5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 共和薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
650 M 650 M650 裸錠 白 有 ﾌﾛｻｲﾝ錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 模範薬品研究所 睡眠導入剤 0112中止 980710収載
650 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｪﾝﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾝﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ
650 50 T650 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬

品
抗ﾘｳﾏﾁ剤･ｳｲﾙｿﾝ病治
療剤･金属解毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
50) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

650 TOYO 650：TOYO 650 TOYO650 4mg ﾄﾛｰﾁ 橙 ﾈｵ･ﾛｲｺﾏｲｼﾝﾄﾛｰﾁH ｱｾﾁﾙｷﾀｻﾏｲｼﾝ(外) 4mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0711中止 0310社名変更
0208ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

651 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ
変更

651 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 11頃ﾋｰﾄ若干変更
651 KW 651 KW651 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾃﾝﾎﾟ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 共和薬品工業 β 遮断剤 中止 920710収載 未販売
651 KW 651 10:KW651 10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 共和薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載 十字割線
651 M 651 M651 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｷｻｰﾙ錠 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 模範薬品研究所 筋緊張状態の改善，痙性

麻痺
0112中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

651 Sc651 REE 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｰﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 三和化学研究所 抗菌性化学療法剤 9611中止
651 100 T651

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬

品
抗ﾘｳﾏﾁ剤･ｳｲﾙｿﾝ病治
療剤･金属解毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
100) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

651 C 50 TTS-651 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｸｰﾍﾟﾗｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 高田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 900713収載
651 裸錠 白 無 ﾌﾙﾋﾞｽﾀﾁﾝUF錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 塩野義製薬 抗真菌性抗生物質 0104中止 9708ﾋｰﾄ記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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652 M 652:0.2 M652 OD 0.2:OD 0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾏｲﾗﾝ製薬・ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

652 糖衣錠 白 無 ﾌｪﾝﾗｰｾﾞA 日本医薬品工業 消化酵素製剤 9107中止
652 200 T652

200mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡黄 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬

品
ｳｲﾙｿﾝ病治療剤･金属解
毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
200) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

652 C 100 TTS-652 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｸｰﾍﾟﾗｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 高田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 900713収載
653 M 653:0.3 M653 OD 0.3:OD 0.3 裸錠(口腔内崩

壊錠)
微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾏ

ｲﾗﾝ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾏｲﾗﾝ製薬・ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ

ｵ，杏林製薬
糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

653 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(青ﾊﾞﾝ
ﾄﾞｼｰﾙ)

ｾﾌﾃﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 100mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9906ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 921127収

653 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白(青ﾊﾞ
ﾝﾄﾞｼｰﾙ)

ｾﾌﾃﾑｶﾌﾟｾﾙ200mg ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 200mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9902ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 921127収

654 NMB 654 NMB654:NMB654 25/250 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾒﾈｼｯﾄ錠250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

万有製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)

654 NMB 654 NMB654 250 mg:250 mg 裸錠(楕円形) 薄青 有 ﾒﾈｼｯﾄ配合錠250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

MSD 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾈｼｯﾄ錠250)

654 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg 塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

970620収載 ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

654 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠75mg 塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

98本体追加(75)，ﾋｰﾄ変
更 970620収載

655 TTS 655 TTS-655 50mg 裸錠 帯黄白～黄 無 ｲﾄﾗｺﾈｰﾄ錠50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬 経口抗真菌剤 1009中止 050708収載
656 TTS 656 TTS-656 100mg:100mg 裸錠(長円形) 帯黄白～黄 有 ｲﾄﾗｺﾈｰﾄ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 高田製薬 経口抗真菌剤 1009中止 070706収載
657 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/灰赤 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ

として)
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

657 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/灰赤 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ
として)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

659 ｎ 659 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞﾈｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日医工 頻尿治療剤 0806商品名変更(前:ﾌﾗﾎﾞ
ﾈｰﾄ錠)

660 RB 裸錠 淡褐黄 無 ﾌﾗﾌﾞﾁﾙ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 進化製薬-日本医薬品工
業

脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 92中止

660 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠25mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

25mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

660 TSU660 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾎﾞﾗﾎﾞﾐﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 鶴原製薬・ﾏｲﾗﾝ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛解
熱剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾗﾎﾞﾐﾝ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

660 n r TTS-660 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

高田製薬･ﾏﾙﾎ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

660 YD 660 YD660 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢YD｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
661 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄赤黄 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和

物
50mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

661 裸錠 白 無 ﾋﾟﾛﾆｯｸ錠100mg 尿素(13C) 100mg 大日本住友製薬 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染診断
用剤

020614収載

661 SW-661 SW-661:SW-CE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾗｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 90中止

661 YD 661 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾆｻﾞﾄﾘｯｸ錠150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 04より陽進堂販売のみ
030704収載

662 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠100mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

100mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

662 TSU662 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾗﾎﾞﾗﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 鶴原製薬 頻尿治療剤 0908商品名変更(前:ﾎﾞﾗ
ﾎﾞﾗﾝ錠)

662 YD 662 YD662:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾙﾋﾞｯﾄ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛消炎剤 040709収載
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663 SW SW-663:SW-SLX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｻﾜﾚｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9409中止
663 YD 663：40 YD663：40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗﾄﾞﾙﾘﾝ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ
経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

040709収載

664 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

健胃消化剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

664 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0203本体商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)) 9704ﾋｰﾄ変

664 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝ･E錠0.5mg ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝﾍﾞｰﾀﾃﾞｸｽ 0.5mg（ｼﾞﾉﾌﾟ
ﾛｽﾄﾝとして）

小野薬品工業 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2製剤 0812中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾛ
ｽﾀﾙﾓﾝ･E錠)

664 YD 664 YD664 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ錠5mg「YD」 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 陽進堂 切迫流・早産治療剤 0507発売
665 ｎ 665 裸錠 白 有 ﾍﾙﾂﾍﾞｰｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日医工 狭心症・不整脈・高血圧

治療剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾙﾂﾍﾞｰｽ)
0312本体ｺｰﾄﾞ追加 0104
再販売

665 MH 599 MH599 5：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

665 SW SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)
0208ﾋｰﾄ表50追加等 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MI50)削

665 ﾐﾉﾍﾟﾝ 50 SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0509本体ｺｰﾄﾞ変更
665 YD 665 YD665 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾍﾞﾝｼﾞﾝｸﾞ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 広範囲経口抗菌剤 0912日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止

0907陽進堂中止 050708
収載

666 SW SW-666 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄)，本体ｺｰ
ﾄﾞ変更(「ﾐﾉﾍﾟﾝ 100」記載)
0207ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MI100)削除

666 ﾐﾉﾍﾟﾝ 100 SW-666 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0512本体ｺｰﾄﾞ変更(SW削
除，品名記載)

666 YD 666 YD666 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾗｳﾘﾍﾞﾗ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三
共ｴｽﾌｧ

H2受容体拮抗剤 050708収載

667 6 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗めまい剤 9603中止

667 YD 667:2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
YD｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 陽進堂･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三共
ｴｽﾌｧ，あすか製薬，武田
薬品工業

高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

0912ｻﾝﾄﾞ中止 060707収
載

668 SW 668 SW-668 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞｷｻｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 沢井製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 1003中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

668 SW 899 SW-899 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾛﾄﾝ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 沢井製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

668 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽｶﾘｳﾑ錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ製剤 9705中止
668 YD 668:4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢

YD｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 陽進堂･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富

士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三共
ｴｽﾌｧ，あすか製薬，武田
薬品工業

高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

0912ｻﾝﾄﾞ中止 060707収
載

669 KW 669 KW669 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業 統合失調症治療剤 920710収載
669 KW 669

MAJ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業-大日本製

薬
抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9607販売

669 KW 669 KW669 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 9807中止 97ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ

669 SW-669 SW-669 500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎｽﾏﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 沢井製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0101中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-FM)削除，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)
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669 YD 669 YD669 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
YD｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

670 KW 670 KW670:KW670 25 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 共和薬品工業 精神分裂病治療剤 9907中止 9808変更(製造
元変更の為)

670 KW 670 KW670:KW670 25 糖衣錠 白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 共和薬品工業 統合失調症治療剤 990709収載
670 裸錠 白 有 ﾎﾓﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 進化製薬-日本医薬品工

業
抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 92中止

670 裸錠 白 有 ﾍﾙﾂｰﾙ錠 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 小野薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9807中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

670 Sc 670 Sc670 GRI125:125mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝSG錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 三和化学研究所 抗真菌性抗生物質 0812中止 0509本体ｺｰﾄﾞ
刻印

671 裸錠(楕円形) 白 有 ﾈﾑﾅﾐﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 北陸製薬 睡眠導入剤･抗てんかん 9906中止 9611ﾋｰﾄ変更
671 KW 671 15:KW671 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢ｱﾒﾙ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

671 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
671 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 広範囲抗菌性化学療法 1101中止
671 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅｲｽﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 旭化成 抗菌性化学療法剤 01頃中止 9709ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
672 672 裸錠(楕円形) 白 有 ﾈﾑﾅﾐﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 北陸製薬 睡眠導入剤･抗てんかん 9809中止 9703ﾋｰﾄ変更
672 KW 672 25:KW672 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg

｢ｱﾒﾙ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
1005色変更(前:白)
080704収載

672 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法
剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

672 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 広範囲抗菌性化学療法
剤

1101中止

673 裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 9410中止 9308変更
673 KW 673 12.5:KW673 12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢ｱﾒﾙ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
100528収載

673 裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
673 TJN673 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 帝人 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUR削除

673 TJN 673  TJN 673 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ45mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 帝人ﾌｧｰﾏ 徐放性気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｶﾌﾟ
ｾﾙ)

674 NMB:674 NMB674 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

桃 無 ﾄﾞﾛﾋﾞｯﾄﾞ錠125 ｼﾞﾌﾙﾆｻﾙ 125mg 万有製薬 鎮痛消炎剤 0201中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

675 KW 675:50 50:KW675 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

675 NMB675 NMB675 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

桃 有 ﾄﾞﾛﾋﾞｯﾄﾞ錠250 ｼﾞﾌﾙﾆｻﾙ 250mg 万有製薬 鎮痛消炎剤 0103中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(NMB675)削除，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

675 SW-675 SW-675:SW-CD250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｧﾄﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9510中止 900713収載
676 SANKYO 676 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞﾅﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 第一三共・ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲ

ﾝ
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾅﾝ錠)

677 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾏﾙﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ﾌﾏﾙ
ﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ)

677 硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放
性)

白/橙 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 1mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ
として)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

678 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白
不透明/白～
帯黄白不透
明

ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ112.5mg ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小野薬品工業 気管支喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0303ﾋｰﾄ変更 9612ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

678 SW-678 SW-678 250:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-KF250)削除，商
品名記載
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679 SW 679 SW-679 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌﾛｷｼｰﾙ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

沢井製薬 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 020705収載

680 GC:68 GC680 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾔｷﾞﾌﾗｷｼﾝ錠 ﾐﾄﾞﾘ十字 高尿酸血症治療剤 9306中止
680 HC680 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾊｲﾎﾟﾏｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 北陸製薬 末梢性神経障害治療剤 9905中止 9611ﾋｰﾄ変更
680 PH680 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/黄 ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 化学療法剤 0009中止
681 SBS 681 SBS681 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾞｰﾗ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ RA寛解導入剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾄﾞｰﾗ錠)
681 SW 681 SW-681 250:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠250mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 沢井製薬 血圧降下剤 1002中止 0509頃商品名

変更(前:ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠)
683 TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人ﾌｧｰﾏ 気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠)
683 TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUC削除

683 TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人ﾌｧｰﾏ 気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠)

683 TSU683 40mg:40mg 糖衣錠 黄 無 ﾏｺﾞﾁﾛﾝ錠40mg 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 鶴原製薬 虚血性心疾患・不整脈治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｺﾞﾁﾛﾝ)

684 糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
684 糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 0004中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
684 SW 684 SW-684 1:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 沢井製薬 起立性低血圧･片頭痛用

剤
10頃中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃﾞﾙ
ｺﾞｯﾄ錠)

684 TSU684 1mg 錠 黄 有 ﾏｺﾞﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として）

鶴原製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0705中止

685 糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
685 糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本住友製薬 持続型血管拡張降圧剤 0705中止 0202ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載

685 PH685 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9212中止
685 ﾘｽﾋﾟﾝ 50mg SW-685 SW-685 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 090515収載
686 PH686 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡灰 ﾍﾟﾁｵﾝ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 合成抗菌剤 9212中止
687 M 687 M687 裸錠 極薄赤 有 ﾌﾟﾘﾙｷｼﾝ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 模範薬品研究所 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤(血圧降下剤)
0412中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

687 SW-687:SW-DEX300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｷｽﾙ300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 沢井製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 90中止
687 硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放

性)
灰赤/橙 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ

として)
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

688 M 688 M688 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾒﾄﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 睡眠導入剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾛﾒﾄﾝ錠)

688 SW-688 SW-688 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

3mg 沢井製薬 持効性脳循環代謝改善
剤

99中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-HPL)削除 940708収

689 SW-689:SW-PT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾒｯﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 沢井製薬 脳循環代謝改善剤 9301中止 900713収載
690 SW-690 SW-LS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
690 SW-690  SW-690 SW-690 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(1002迄)

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｽﾋﾟﾝ)

690 ﾘｽﾋﾟﾝ 100mg SW-690 SW-690 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 1002本体ｺｰﾄﾞ変更
691 TZ 169 TZ169 5mg：5mg TZ169 裸錠 白 有 ﾗﾐｱﾝ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大正薬品工業-あすか製

薬，武田薬品工業
HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

691 n 691 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 日医工 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0305ﾋｰﾄ変更 990709収
691 SW-691:SW-FC20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｻｺｰﾙ20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 92中止
692 SW-692:SW-FC40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｻｺｰﾙ40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 92中止
693 n 693 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日医工 睡眠導入剤 990709収載
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693 SW 693 SW-693 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ50)
0308ﾋｰﾄ変更，表50追加
等 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR50)削除

694 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾘﾝ錠 臭化ﾌﾟﾘﾌｨﾆｳﾑ 15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成鎮痙剤 0512中止 0510製造元社
名変更 0504社名変更(合
併)

694 SW 694 SW-694 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ100)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR100)削除

695 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製
薬

持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202
収載

695 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大日本住友製
薬

持続性不整脈治療剤 9708ﾋｰﾄ変更，商品名記
載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ

695 SW SW-695:SW-TS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 沢井製薬 脳循環代謝改善剤 92中止
696

PIM
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製

薬
持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202

収載
696 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大日本住友製

薬
持続性不整脈治療剤 9708ﾋｰﾄ変更，商品名記

載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ
696 SW 696 SW-696 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 沢井製薬 鎮暈剤 00本体変更(696追加)，

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
697 SW 697 SW 697 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 沢井製薬 血管代謝改善剤 1010中止 0401ﾋｰﾄ変更

99本体刻印 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-SY)削除

698 SW 698 SW-698 5：5mg 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾃﾛｰﾙ錠)
030398ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CA)削除

700 糖衣錠 赤褐(6錠)，
白(5錠)，黄
(10錠)，赤(7

無 ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ28錠 ﾉﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

経口避妊剤 0911中止 0806頃商品名
変更(前:ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ28)
赤(7錠)は有効成分含ま

700 700 TSU700 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾄｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 鶴原製薬 抗血小板剤 0908商品名変更(前:ﾏｲﾄ
ｼﾞﾝ錠)

701 7 01 701 裸錠(楕円形) 白 有 ｶﾊﾞｻｰﾙ錠1.0mg ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ-ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0304製造社名変更（統合
に伴い） 990813収載 ﾋｰﾄ
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

701 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ67 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg あすか製薬-科研製薬，
武田薬品工業

高脂血症治療剤 041215収載

701 GILEAD:701 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾂﾙﾊﾞﾀﾞ配合錠 ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ，ﾌﾏﾙ酸ﾃﾉ
ﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙ

200mg，
300mg

日本たばこ産業-鳥居薬
品

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾙﾊﾞﾀﾞ錠)

701 HR 701 HR701 裸錠 白 無 ｺﾞｰﾙﾊﾟｯｸ ｲｵﾊﾟﾉ酸 500mg 堀井薬品工業 経口胆嚢造影剤 9810中止
701 KH 701 KH701 125mg：125mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾃﾞｱｰｾﾞ錠125 ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 125mg 協和発酵工業 経口血糖降下剤 0803中止 051216収載(商

品名変更に伴い，前:ｸﾞﾙ
ﾃﾞｱｰｾﾞ錠)

701 KN701 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ｱｰﾏｲｶﾌﾟｾﾙ250 ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg 小林化工 化学療法剤 00頃ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

701 ｎ 701 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢日医工｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

701 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
701 SEARLE 701:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾｰﾌﾞﾃﾝｽ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 心臓選択性β 遮断剤
701 t701 112.5 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/

白～帯黄白
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大洋薬品工業 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

701 TU 701 Tu701 100mg:Tu701
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100｢TCK｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

701 Tw 701 Tw701 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟｷｻﾉﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

東和薬品 広範囲経口抗菌剤 091113収載
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701 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0208ﾋｰﾄ変更，商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）等 020705収載
(商品名変更 前:ｹﾞﾌｧﾆｰﾙ
ｶﾌﾟｾﾙ)

701 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～黄 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

9704PTPｼｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

701 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～黄 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0301ﾋｰﾄ変更 9705PTP
ｼｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

701 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/帯淡黄 ﾊﾟﾗﾌﾟﾛｽﾄ配合ｶﾌﾟｾﾙ 興和-興和創薬 排尿障害治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾗﾌﾟﾛｽﾄ)

701 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾄﾛﾝ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 山之内製薬 三環系抗うつ剤 9910中止
702 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗不安剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg)
702 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 第一三共 結核化学療法剤

に伴い，前:第一製薬)
702 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg あすか製薬-科研製薬，

武田薬品工業
高脂血症治療剤 041215収載

702 KH 702 KH702 250mg：250mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾃﾞｱｰｾﾞ錠250 ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 250mg 協和発酵工業 経口血糖降下剤 0803中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ｸﾞﾙ
ﾃﾞｱｰｾﾞ錠)

702 M702 裸錠 白～灰白 無 ﾏｶﾞｰﾃ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 模範薬品研究所 消化器ｶﾞｽ駆除剤 9103中止
702 MM702 BLS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾞﾙﾄﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 森下ﾙｾﾙ 解熱鎮痛消炎剤 9001中止
702 ｎ 702 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠

0.2mg｢日医工｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
101119収載

702 裸錠 白 有 ﾏｲｺｰﾋｽ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 日本医薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9104中止
702 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
702 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本住友製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 97ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
702 SW 702 SW-OP 裸錠 橙黄ないし橙

黄褐
無 ｵﾍﾟｿﾞﾝ30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 沢井製薬 血管強化･止血剤 92中止

702 t 702 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090515収載

702 T 702
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾏｽ錠100 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

躁病･躁状態治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0111ﾋｰﾄ変更 010907
収載(商品名の変更 前:
ﾘｰﾏｽ100)

702 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾙﾋﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200 ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 日研化学 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9302中止
702 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾄﾛﾝ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 山之内製薬 三環系抗うつ剤 9910中止
703 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載(商品名変更 前:ｳｲﾝ
ﾄﾏｲﾛﾝ錠)

703 KH703 50mg：50mg 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾓﾗﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 協和発酵工業 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0303中止 0112ﾋｰﾄmg追
加 9512ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

703 M703 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾏﾛﾆｯﾄ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 20mg 模範薬品研究所 腫脹緩解剤 88中止
703 M 703 M703 250mg:250mg 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 潰瘍性大腸炎・ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載

703 SW703:5 SW-703 5:5mg 裸錠(蝶形) 白 有 ﾛｺﾌﾟｰﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg(無水物
として)

沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

091113収載

703 T 703
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾏｽ錠200 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

躁病･躁状態治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0111ﾋｰﾄ変更 010907
収載(商品名の変更 前:
ﾘｰﾏｽ200)
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703 t 703 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大洋薬品工業･ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

703 TSU703 TSU703 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏｺﾞﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 鶴原製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ﾏｺﾞﾁ
ﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ)

703 Tu 703 Tu703 75mg:Tu703 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢TCK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

703 YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg 山之内製薬 精神安定剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9908ﾋｰﾄ
変更(SP->PTP)

703 YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神安定剤 0903中止 0504社名変更
(合併)

703 BANYU 裸錠 白 有 ﾋﾞｽﾄｶｲﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg 万有製薬 胃粘膜麻酔剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

704 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 98ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
704 KH704 100mg：100mg 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾓﾗﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 協和発酵工業 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0303中止 0112ﾋｰﾄmg追

加 9512ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

704 Tu 704 Tu704 150mg:Tu704 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢TCK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

704 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0208ﾋｰﾄ変更，商品名記
載等 9706PTPｼｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

705 KH705 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ
ｺｰﾄ

橙 無 ATP協和腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 協和発酵ｷﾘﾝ ATP製剤 0909中止 0810社名変
更，合併に伴い(前:協和
発酵工業) 060609収載
(商品名変更に伴い，
前:ATP協和腸溶錠)

705 MH 705 500：500mg  MH705 裸錠 白 無 乳石錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 乳酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｶﾙｼｳﾑ剤 080201収載(商品名変
更，前:乳石錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

705 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾗｷｼﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業 抗痙縮剤 9212中止
705 糖衣錠 白 無 ﾓﾃﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 大日本製薬 血圧降下剤 9002中止

705 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾌｨﾌﾞﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 日研化学 脂質代謝改善剤 0306中止 0112ﾋｰﾄ変更
705 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾔﾏｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 山之内製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(03頃迄) 9708ﾋｰﾄ

裏変更
705 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾔﾏｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 山之内製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0311中止 03頃ﾋｰﾄ変更

9708ﾋｰﾄ裏変更
705 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐｺｽ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 万有製薬 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
705 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐｺｽ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 万有製薬 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
706 K N:706 裸錠(長円形) 灰褐 有 ﾒﾅﾘｷｼﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 小林化工 合成抗菌剤 9302中止
706 M706 TP-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾁﾙﾄﾞﾊﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 模範薬品研究所 血圧降下剤 9201中止
706 n 706 裸錠 白 無 ﾐｸﾞﾘﾌｪﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日医工 起立性低血圧･血管性頭

痛治療剤
0607中止 0308本体ｺｰﾄﾞ
刻印，ﾋｰﾄ変更 9103変更

706 SEARLE 706 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄 ﾁｺｶﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 原沢製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0605中止 0304販売社名
変更（統合に伴い）

706 TP-706 裸錠 白 有 ｺﾞｽﾊﾟﾗﾁﾞﾝ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 竹島製薬 高血圧･不整脈治療剤 9106中止
706 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾎﾟｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 日研化学 不整脈治療剤 0408中止 0201ﾋｰﾄ変更
706 SN 0.5 裸錠 白 有 ｼﾉﾐﾝ錠(0.5g) ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ 500mg 塩野義製薬 ｻﾙﾌｧ剤 9003中止
707 SEARLE 707 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡赤 ﾁｺｶﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 原沢製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0605中止 0304販売社名

変更（統合に伴い）
707 SW 707 SW-707 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
030704収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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707 t 707 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
707 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 山之内製薬 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
708 SW 708 SW-708 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
030704収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

708 t 708 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
709 t 709 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか

に灰帯白
無 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝ配合錠 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾝﾁﾊﾟﾝ錠)
709 TP-709 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾄﾚﾎﾞﾝ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 竹島製薬 脳循環代謝改善剤 9909中止
710 FPF-710 耳:FAD-15 糖衣錠 黄 無 F.A.D錠｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣-15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 藤本製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9412中止
710 n 710 裸錠（長円形） 淡紫 無 ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 日医工 睡眠導入剤 090515収載
710 SW 710 SW-710 10:10mg 裸錠 白 有 ﾛｺﾌﾟｰﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物

として)
沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

710 TP-710 裸錠 白 有 ｶｰﾛﾑ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 竹島製薬 脳･末梢循環障害改善剤 9907中止 舌下錠 十字割
線

710 TTS 710:2.5 TTS-710 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

高田製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

710 Tw 710:250
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁｽﾀ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 東和薬品 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

0905ｺｰﾄﾞ変更

710 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠10mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 血行動態改善型降圧剤 0504社名変更(合併)
711 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
711 KP 711

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 杏林製薬 広範囲経口抗菌剤(ﾆｭｰ

ｷﾉﾛﾝ系)
1009本体小型化

711 MED 711 MED-711 裸錠 白 有 ｱｼﾛﾐﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1007日医工中止
711 n 711 裸錠（長円形） 青～淡青 有 ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日医工 睡眠導入剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠)
0405ﾋｰﾄｻｲｽﾞ等変更
0203ﾋｰﾄ商品名記載

711 PH 711 PH711 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾋﾟｰｸ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

711 PH 711 PH711：5mg 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾛｶｯﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞﾋﾟｰ
ｸ錠5mg)

711 裸錠 白 有 ｳﾛﾀﾞｳﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

佐藤製薬 合成抗菌剤 0104中止

711 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
711 SW 711 SW-711 1：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾌﾟｰﾙ錠1mg ﾏﾚｲﾝ酸ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 四環系抗うつ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｿﾌﾟｰﾙ錠)
711 TH 711 TH711 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｱﾄﾞｰﾙ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 東菱薬品工業-扶桑薬品

工業
ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 0604販売会社社名変更

(前:小林製薬工業)
050708収載

711 TTS 711:5 TTS-711 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

高田製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

711 TU 711 TU711 75:TU711 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢TCK｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

711 Tw：711 Tw711 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 濃黄 無 ﾌﾟﾛﾍﾟﾁﾙ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg 東和薬品 精神神経用剤 0209中止 9811販売(ﾒｸﾄ
より承継)

711 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐/淡褐 ｽﾄﾐﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 大日本住友製薬 消化酵素剤 0809中止 05販売中止回
避

712 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠20mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 血行動態改善型降圧剤 1103中止 0504社名変更
(合併)

712 裸錠 白 有 ｻﾝｱｼﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704頃中止 0310社名変
更 000707収載，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

712 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，田辺製薬販売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0712商品名変更(前:ﾚﾅﾍﾞ
ﾘｯｸ錠5)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

712 裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変
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712 MED 712 MED-712 400 裸錠 白 無 ｱｼﾛﾐﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090515収載
712 MSD 712 MSD 712 5：5mg 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE

阻害剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

712 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg大日本 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 旧品名(110301ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠
250㎎｢日医工｣に変更，
製造販売元が日医工へ
変更に伴い)

712 裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9306本体

712 裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧品名（0407迄），品名変
更（新：ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg
大日本）

712 PH 712 PH712 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞﾋﾟｰｸ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

712 PH 712 PH712：10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾛｶｯﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞﾋﾟｰ
ｸ錠10mg)

712 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
712 SW 712 SW-712 50mg:50mg 裸錠 白 無 ﾌﾚﾆｰﾄﾞ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
712 TU 712 TU712 100:TU712 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠100mg｢TCK｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
091113収載

712 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠20mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 20mg 山之内製薬 血行動態改善型降圧剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 9610ﾋｰﾄ
裏変更 920529収載

713 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，田辺製薬販売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0712商品名変更(前:ﾚﾅﾍﾞ
ﾘｯｸ錠10)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

713 裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

713 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 第一三共 結核治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ

713 MM 713 VFT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾞｿﾞﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 森下ﾙｾﾙ 微小循環改善剤 9101中止
713 MSD 713 MSD 713 10：10 10mg 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE

阻害剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

713 ｎ 713:20 裸錠 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠20mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg 日医工 持続性ACE阻害剤 091113収載
713 NP 713:0.5 0.5:NP-713 0.5 裸錠 白 無 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠0.5mg｢NP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

713 PH:713 PH713 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢PH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060707収載

713 SW 713 SW-713 100:100mg 裸錠 白 無 ﾌﾚﾆｰﾄﾞ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 沢井製薬 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

713 Tu 713 TU713 100:TU713 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
TCK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

辰巳化学 広範囲経口抗菌製剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
090515収載

713 Tw 713 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｸﾓｰｽ錠小児用50mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 東和薬品 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
714 PH 714 PH714 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢

PH｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ) 060707収載
714 Tw 714

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｸﾓｰｽ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 東和薬品 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

714 裸錠 白 無 ﾔﾏﾌｰﾙ錠 ｶﾙﾓﾌｰﾙ 100mg 山之内製薬 抗癌剤 0105中止 9710ﾋｰﾄ変更
715 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄紅 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0504社名変更(合併)
000502収載

715 KYK 350 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢
KOBA｣

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

715 NP 715:1 1:NP-715 1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢NP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

249 / 276 ページ



715 SW 715 SW-715 20:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾄﾞﾅｰ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 沢井製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

020705収載

715 Tw 715
500mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ﾒﾁｽﾀ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 東和薬品 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

060707収載

715 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄紅 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

5mg 山之内製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ 0108本体P-D削

PD)削除
716 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0504社名変更(合併)
000502収載

716 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

10mg 山之内製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ 0108本体P-D削

PD)削除 000502収載
717 M717 裸錠 白 有 ﾒﾄｺﾌ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 模範薬品研究所 気管支拡張剤 9004中止
717 MSD 717 MSD 717 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ配合錠 ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛ

ﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ
50mg，
12.5mg

MSD 持続性ARB/利尿薬合剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ錠)

717 n 717 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 有 ﾆﾊﾞﾃﾞｨｯﾌﾟ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日医工 Ca拮抗剤 020705収載
717 NP 717:3 3:NP-717 3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢NP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

717 SW 717 SW-717 30:30mg 裸錠 白～微黄白 有 ｵｷﾛｯﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ｵｷ
ﾛｯﾄ錠)

717 Tw 717
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾎﾟｷｼﾑ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

718 FPF718 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱｽﾗﾋﾞﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 藤本製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0408中止
718 MM 718 MM718:PNT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠100mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9801製

造販売元変更
718 MM 718

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠100mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0605ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

719 FPF719 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱｽﾗﾋﾞﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 藤本製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0408中止
719 M719 ME-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛｷｼﾝ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 模範薬品研究所 脳代謝機能改善剤 9302中止
719 MED 719 MED-719 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢

MED｣
ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ

ﾄﾞ系抗生物質製剤
070706収載

719 MM 719 MM719:PNT200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9801製
造販売元変更

719 MM 719
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0603ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

720 HC 720 裸錠 白 有 ﾋｽﾀﾍﾞﾘﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 北陸製薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9902中止 9704ﾋｰﾄ変更
720 MM720 BFC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞﾌﾃﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ 森下ﾙｾﾙ 消化酵素剤 9207中止
720 ｎ 720 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠

75mg｢日医工｣
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 日医工 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

720 SW 720 SW-720 2.5:2.5mg 裸錠 薄黄赤 無 ﾚﾆﾒｯｸ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載

720 Tw 720
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠250mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 東和薬品 経口血糖降下剤 070706収載

721 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
721 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

721 KP 721
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 杏林製薬 広範囲経口抗菌剤(ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ系)

721 M 721 M721 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠25mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 101119収載
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721 ｎ 721 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢日医工｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 日医工 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

721 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
721 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤、躁病・躁

状態治療剤
0405頃製剤変更（小型
化） 0002ﾋｰﾄ表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ変更

721 SW 721 SW-721 5:5mg 裸錠 薄黄赤 有 ﾚﾆﾒｯｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載

721 Tw721
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

722 M 722 M722 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 101119収載
722 M722 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 深緑 無 ﾒﾀｸﾞﾚﾝ錠S 模範薬品研究所 胃潰瘍･十二指腸潰瘍治

療剤
9406中止

722 n 722 μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 日医工 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

020705収載 日本ｹﾐﾌｧ販
売品とﾋｰﾄ異なる

722 n 722 n722 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 日医工-日本ｹﾐﾌｧ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

020705収載 日医工販売
品とﾋｰﾄ異なる

722 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
722 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤、躁病・躁

状態治療剤
0405頃製剤変更（小型
化） 010706収載(商品名
の変更 前:ﾊﾞﾚﾘﾝ錠)

722 裸錠 白 有 ｳﾛﾀﾞｳﾝS ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

佐藤製薬 合成抗菌剤 0104中止

722 SW 722 SW-722 5:5mg 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾀ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 狭心症治療剤 990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

723 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

第一三共 広範囲経口抗菌剤 1003中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
723 n 723 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷﾗｲﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 日医工 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ

ﾄﾞ系抗生剤
050708収載

723 腟錠 白 ﾊﾟｳｿﾞｰﾙ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg 佐藤製薬 抗真菌剤 0111中止　900713収載
723 SW 723 SW-723 200mg：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｻｲﾎﾟﾘﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｻｲﾎﾟﾘﾝ錠)
0304ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ)

724 MED 724 MED-724:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠50mg｢MED｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

724 SW-724 SW-724 18.75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(灰色
帯)

ｶﾌﾟﾄﾛﾝ-R ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 沢井製薬 持効性ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ
系降圧剤

0109中止(商品名変更
新:ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙRｶﾌﾟｾﾙ18.75
｢SW｣)

724 Tw 724 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 消化管運動賦活剤 080704収載

725 MED 725 MED-725:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠100mg｢MED｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

725 n 725:2 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠2mg｢日医
工｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604発売 060220収載，
承継に伴い(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製
薬より，旧商品名:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg｢JD｣)

725 PH 725:10 PH725 10：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶﾙｴｯﾄ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 持続性Ca拮抗降圧剤 0912中止
725 SW-725 SW-725 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾗﾙｰﾄRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 旧品名(100528ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ

塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜ
ｲ｣に変更) 061208収載
(商品名変更に伴い，前:ｸ
ﾗﾙｰﾄR100)

725 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑR 100mg SW-
725

SW-725 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾙｰﾄRｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg)，本体品名記載
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725 Tw 725:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

726 裸錠 白 有 ｼﾛﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 長生堂製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0704中止 050708収載

726 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

726 MSD 726 MSD726:BANYU 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 万有製薬 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで) 9502
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

726 MSD 726 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 万有製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0204迄) 0003ﾋｰﾄ
記号削除，表裏商品名記
載

726 PH 726:20 PH726 20：20mg 裸錠 薄橙 有 ｶﾙｴｯﾄ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 持続性Ca拮抗降圧剤 0912中止
726 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑR 200mg SW-

726
SW-726 200:200 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ

200mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 101119収載

726 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

727 M M727 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾘｯｸ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 模範薬品研究所 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
727 n 727:4 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠4mg｢日医

工｣
ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604発売 060220収載，

承継に伴い(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製
薬より，旧商品名:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg｢JD｣)

727 SW 727 SW-727 1:1mg 裸錠 白～微黄白 有 ｴﾝﾁﾆﾝ錠1 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)]

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 筋緊張緩和剤 02ﾋｰﾄ変更 960705収載

727 Tw 727:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070706収載

730 DSC730 DSC730 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 250mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

第一三共 広範囲経口抗菌製剤 090619収載 1日1回投与
製剤

730 ｎ 730:5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
730 裸錠 白 無 ﾒｶﾞ錠 ﾒﾌﾞﾀﾒｰﾄ 100mg 小野薬品工業 中枢性降圧･鎮静剤 9001中止
730 SW 730 SW 730:SW-730 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾌﾟﾘｰﾄﾞ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9801中止 960705収載
730 TSU 730 TSU730 15mg:15mg 裸錠 白 有 ﾑｺｱｽﾄﾏﾘ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 鶴原製薬 気道潤滑化去痰剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｺｱｽﾄﾏﾘ錠)
730 Tw 730:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠

20mg｢ﾄｰﾜ｣
ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 090515収載

731 DSC731 DSC731 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄橙 有 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 500mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

第一三共 広範囲経口抗菌製剤 090619収載 1日1回投与
製剤

731 n 731：10 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
731 PH 731：10 PH731 10mg 皮膜錠 白 無 ﾍﾟﾆﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
尿失禁・頻尿治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
731 SW 731 SW-731 7.5:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸｰﾙ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
731 Tw:731 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

731 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾃﾞｯﾄ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口糖尿病用剤 0908ﾋｰﾄ若干変更
732 n 732：20 裸錠 薄橙 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
732 裸錠 白 無 ﾒｶﾞDS 小野薬品工業 降圧利尿剤 9001中止
732 PH 732：20 PH732 20mg 皮膜錠 白 無 ﾍﾟﾆﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
尿失禁・頻尿治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
732 SW 732 SW-732 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸｰﾙ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
732 Tw 732 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢

ﾄｰﾜ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

733 YD 448 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0808中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

733 PH 733 PH733 4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢PH｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060707収載
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733 腟錠(楕円形) 白 有 ﾘﾉﾝ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 1mg 佐藤製薬 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤(腟炎等) 0001中止 920710収載
733 SW 733 SW-733 0.25:0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾝﾃﾞﾑ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 睡眠導入剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾝﾃﾞﾑ錠)
733 TTS 733 TTS-733 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀｶ

ﾀ｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

高田製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

733 Tw 733:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

734 YD 449 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0807中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

734 Tw734:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

735 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

735 C 735 裸錠 淡橙 無 ｵｰｿ777-21錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.75mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-持田製薬 経口避妊剤 0704商品名変更(前:ｵｰｿ
777-21) 0504本体ｺｰﾄﾞ変
更(前：JK)

735 n 735 裸錠（十字割
線）

白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日医工 血圧降下剤 040709収載

735 SW 735 SW-735 10 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾒｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

081107収載

735 T 735
125mg

裸錠 白 無 ﾘﾝﾗｷｻｰ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 大正製薬-大正富山医薬
品

筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾗｷｻｰ錠)

735 Tw 735:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

736 SW736 SW-736:50μ ｇ 裸錠(長方形) 薄黄 有 ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠50μ g｢ｻﾜｲ｣ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰｷ
ﾝｿﾝ病治療剤

060707収載

737 n 737 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日医工 血圧降下剤 040709収載

737 SW737 SW-737:250μ ｇ 裸錠(長方形) 薄緑 有 ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠250μ g｢ｻﾜｲ｣ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰｷ
ﾝｿﾝ病治療剤

060707収載

737 T 737
250mg

裸錠 白 無 ﾘﾝﾗｷｻｰ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 大正製薬-大正富山医薬
品

筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾗｷｻｰ250)

737 Tw 737:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

740 裸錠(楕円形) 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠20 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

740 TSU740 2mg 糖衣錠 淡青 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠2(ﾂﾙﾊﾗ) ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 鶴原製薬 抗不安剤
741 DSC 741 DSC741 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 50mg(ｼﾀﾌﾛｷ

ｻｼﾝとして)
第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080418収載

741 HC 741 HC741 裸錠 白 有 ﾌｽｺﾃﾞ配合錠 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｽｺﾃﾞ錠)

741 SW 741：10 SW-741 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝｽﾞﾌｫｰ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

741 TSU741 糖衣錠 淡緑 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5(ﾂﾙﾊﾗ) ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 鶴原製薬 抗不安剤
741 Tw 741:50 Tw741 50 mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 東和薬品 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

742 SW 742：20 SW-742 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝｽﾞﾌｫｰ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

742 T 742 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠2mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 2mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0304大正富山医薬品販
売 010202収載

742 TSU742 糖衣錠 緑 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠10(ﾂﾙﾊﾗ) ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 鶴原製薬 抗不安剤 0012中止
742 Tw 742:100 Tw742 100 mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 東和薬品 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

743 裸錠 白 無 ﾒﾘﾄｽD錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 小野薬品工業 血糖降下剤 9601中止
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743 15mg TSU743:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
TSU｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 鶴原製薬 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

090515収載

743 Tw 743:75 Tw743 75 mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-東和薬
品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

744 T 744 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 4mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(0805迄) 0304大
正富山医薬品販売
010202収載

744 Tw 744:100 Tw744 100 mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-東和薬
品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

745 HC 745 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 北陸製薬 鎮痙剤
追加)

745 TSU745 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠(ﾂﾙﾊﾗ)125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9610ｺｰﾄﾞ化
745 Tw 745:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 東和薬品 前立腺癌治療剤 100528収載
746 糖衣錠 白 無 複合ﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾝ錠 北陸製薬 鎮痛･鎮痙剤 9709中止 9704ﾋｰﾄ変更
746 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 深在性真菌症治療剤 0708頃承継(小林薬学工

業より)
746 TSU746 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠(ﾂﾙﾊﾗ)250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9703ﾋｰﾄ変更
747 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 深在性真菌症治療剤 0708頃承継(小林薬学工

業より)
748 MH748：MH748 MH748 50：MH748 50

50mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏ

ｲﾗﾝ｣
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 090515収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟ
ｾﾙ50mg)

748 MH748：MH748 MH748 50：MH748 50
50mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(090515ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

748 n 748 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0611迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

748 n 748 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

日医工のﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗ
ﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰﾄﾞ
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

748 裸錠 白 有 ﾒﾘﾄｽC錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg 小野薬品工業 血糖降下剤 9602中止
749 MH749：MH749 MH749 100：MH749 100

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢

ﾏｲﾗﾝ｣
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 090515収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg)

749 MH749：MH749 MH749 100：MH749 100
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(090515ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に
変更) 0802社名変更(前:ﾒ
ﾙｸ製薬)

749 n 749 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

749 n 749 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

日医工のﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟ
ﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰ
ﾄﾞと本体ｺｰﾄﾞ同じ

750 GC:75 GC750 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾃﾝ錠-ﾖｼﾄﾐ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 非麻薬性鎮咳剤 9908中止 9901ﾋｰﾄ表記
号削除(GC750)，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

750 n 750 μ g:40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 日医工 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

040709収載

751
5mg

裸錠 薄赤 無 ｼﾝｸﾞﾚｱﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，
気管支喘息治療薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

751 MED 751 MED-751 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢
MED｣

塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 070706収載
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751 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日医工 不整脈治療剤 99ｺｰﾄﾞ変更(ﾀﾞｲﾄより承
継)，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

751 SW 751:15 SW-751:15 mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢ｻﾜｲ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 080704収載
751 TSU751 500μ g：500μ g 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500(ﾂﾙﾊﾗ) ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 鶴原製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤
751 Tw 751 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 東和薬品 消化管運動改善剤 101119収載
752 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾓﾝﾃﾙｶ

ｽﾄとして)
MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，

気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

752
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日医工 不整脈治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（100mg追
加等） 99ｺｰﾄﾞ変更(ﾀﾞｲﾄよ
り承継)，ﾋｰﾄ表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

752 SW 752:20 SW-752:20 mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 080704収載
752 TSU 752 TSU752 3mg:3mg 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 鶴原製薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠(ﾂﾙ
ﾊﾗ))

753 n 753:2.5 裸錠 白 無 ﾒｲﾝﾊｰﾂ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 日医工･共和薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0406ﾋｰﾄ変更 010706収
754 n 754 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾊｰﾂ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日医工･共和薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載
755 TSU 755 TSU755 10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞｽﾛﾘﾝ10mg錠 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 鶴原製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
旧品名(0607迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg錠｢ﾂﾙﾊ

756 TSU 756 TSU756 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠5mg｢
ﾂﾙﾊﾗ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 鶴原製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

050708収載

757 h 757 h-757 裸錠 白 無 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠100mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

硫酸ｷﾆｼﾞﾝ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 不整脈治療剤 080201収載(商品名変
更，前:硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠
100mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

757 SW 757:20 SW-757:20mg 裸錠 白 有 ﾛｺﾌﾟｰﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg(無水物
として)

沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

091113収載

757 TSU 757 TSU757 10mg:10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg
｢ﾂﾙﾊﾗ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 鶴原製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

060707収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾊﾞｽﾛﾘﾝ10mg
錠)

761 裸錠(発泡性) 白 無 ﾌﾗｼﾞｰﾙ腟錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 塩野義製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗｼﾞｰﾙ腟錠)

763 糖衣錠 白 無 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 塩野義製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服
錠)，ﾋｰﾄ表250mg追加

765 FPF-765 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾟﾘﾌｧﾘﾝ錠-200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 藤本製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9208中止
766 ｎ 766 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢日医
工｣

ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日医工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090515収載

767 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠｢日医工｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 日本医薬品工業 末梢性神経障害治療剤 9301中止
767 n 767 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢日医工｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載 十字割線
768 FPF 768 糖衣錠 白 無 ﾌｼﾞﾀﾓﾝ錠 藤本製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB剤 9001中止
768 n 768:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢日医工｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
769 n 769 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾆﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工 心臓選択性β 遮断剤 0612商品名変更(前:ﾒﾁﾆ

ﾝ錠)
770 n 770 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾆﾝ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工 心臓選択性β 遮断剤 0905発売
770 SW 770 SW-770 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｵﾘﾍﾞｰﾄ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
03ﾋｰﾄ変更，1mg追加 99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-770 1mg)
削除 960705収載

771 771 TSU771 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾓﾐｱﾛﾝ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 鶴原製薬 H2受容体拮抗剤 040709収載
771 M 771 M771 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠10mg｢

KH｣
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬-協和発酵ｷﾘﾝ HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
0810販売元社名変更，合
併に伴い(前:協和発酵工
業)
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771 M 771 M771 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞｽﾀﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾒﾙｸ製薬-協和発酵工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(0607迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa塩錠10mg｢ﾒﾙｸ｣)

771 n 771 裸錠 白 無 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日医工 Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ錠)

771 裸錠 薄橙 有 ﾏｲｽﾀﾝ錠5mg ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ 5mg 大日本住友製薬･ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

抗てんかん剤 03頃ﾋｰﾄ変更 000502収
載，ﾋｰﾄ商品名記載(表:ｶ
ﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

771 PH:771 5mg PH771:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
PH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

771 SW 771 SW-771 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｵﾘﾍﾞｰﾄ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0205ﾋｰﾄ裏変更

771 Tw 771:0.5 Tw771 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東和薬品 精神安定剤 1010ｺｰﾄﾞ変更
772 M 772:5 M772 5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠5mg｢

KH｣
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬-協和発酵ｷﾘﾝ HMG-CoA還元酵素阻害

剤(高脂血症治療剤)
100528収載

772 n 772 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白 無 ｵﾒﾗｯﾌﾟ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

772 裸錠 白 有 ﾏｲｽﾀﾝ錠10mg ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ 10mg 大日本住友製薬･ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

抗てんかん剤 03頃ﾋｰﾄ変更 000502収
載，ﾋｰﾄ商品名記載(表:ｶ
ﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

772 PH:772 10mg PH772:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
PH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

772 SW 772 SW-772 3mg：3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｵﾘﾍﾞｰﾄ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0309ﾋｰﾄ変更，3mg追加
等 960705収載

772 Tw 772:1 Tw772 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 東和薬品 精神安定剤 1012ｺｰﾄﾞ変更
773 n 773 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

錠）
白 無 ｵﾒﾗｯﾌﾟ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

773 SW 773 SW-773 2:2mg 裸錠 白 無 ﾒﾄﾄﾞﾘﾝ錠2 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 低血圧治療剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

774 ｎ 774 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80mg｢日医
工｣

ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 050610収載，商品名変更
に伴い(前:ｿﾚｯﾄ錠80)

774 ｎ 774 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚｯﾄ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 旧品名(050610迄)，品名
変更(新：ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
80mg「日医工」)

775 n 775：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾅﾍﾞﾘﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 日医工 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
775 SW 775 SW-775 0.5:0.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾘｯｸ錠0.5 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
080704収載

776 n 776：20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾅﾍﾞﾘﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 日医工 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
777 KP 777 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 杏林製薬 気道粘膜調整･粘膜正常

化剤
ﾌｨﾙﾑ

777 n 777 裸錠 極薄紅 有 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠)

777 SW 777 SW-777 1:1mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾘｯｸ錠1 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

030704収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

780 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾀ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

塩野義製薬 合成抗菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｸﾀ錠)

781 ｎ 781 裸錠(徐放性) 白 有 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 日医工 Ca拮抗剤 091113収載
782 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(中央

赤斜線)
ﾛﾒﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 塩野義製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 9808ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
785 n MOXO 裸錠 白 無 ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠100mg ﾌﾟﾛｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 強心剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠)
787 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢

YD｣
ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 陽進堂-日医工 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2

剤
1006中止 070706収載 陽
進堂，沢井製薬のものと
ﾋｰﾄ異なる

788 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢日
医工｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 日医工 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

080704収載
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791 ﾄﾛｰﾁ 橙 無 ｱｸﾛﾏｲｼﾝﾄﾛｰﾁ 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 15mg ﾜｲｽ-科薬 口腔用ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生
物質

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 0107ﾋｰﾄ15mg追
加 97ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

791 SHIONOGI 791 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝP錠 ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 50mg 塩野義製薬 抗悪性腫瘍剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 920710収
載

791 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ錠50mg ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 50mg 塩野義製薬 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾄﾞｷｻﾝP錠)

792 MH 792 50：MH792 50μ g 裸錠（長方形） 薄黄 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠50μ g
「ﾏｲﾗﾝ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g（ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠
50μ g「ﾒﾙｸ」)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

793 MH 793 250：MH793 250μ g 裸錠（長方形） 薄緑 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠250μ g
「ﾏｲﾗﾝ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g（ﾍﾟﾙ
ｺﾞﾘﾄﾞとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠
250μ g「ﾒﾙｸ」)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

794 KYK 354 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

795 KYK 355 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

796 KYK 356 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg
「KOBA」

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

797 MH 797 MH797 5mg：MH797 5mg 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(090515ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK
錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

797 MH 797 MH797 5mg：MH797 5mg 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠
5mg)

797 n 748 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0611迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

797 n 797 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

798 MH 798 MH798 10mg：MH798
10mg

裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(090515ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK
錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

798 MH 798 MH798 10mg：MH798
10mg

裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠
10mg)

798 n 749 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

798 n 798 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

800 KT 800 KT800 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢興和ﾃ
ﾊﾞ｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 興和ﾃﾊﾞ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

800 糖衣錠 赤褐(6錠)，
白(5錠)，黄
(10錠)

無 ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ21錠 ﾉﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

経口避妊剤 0911中止 0806頃商品名
変更(前:ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ21)
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800 MA800 糖衣錠 白 無 ｺﾝﾋﾞﾁｰﾑ ﾏﾙﾎ 総合消化酵素製剤 0305中止 9703ﾋｰﾄ記号
削除，裏商品名記載(ｶﾀｶ

800 TSU800 100mg:100mg 糖衣錠 橙 無 ﾕﾍﾞ-E錠100mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞ-E.100)

800 糖衣錠 白 無 ﾌﾚｷｼﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 塩野義製薬 頻尿治療剤 0004中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

801 AR 801:5 AR801 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢AR｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬-日本ﾕﾆﾊﾞｰ
ｻﾙ薬品

持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

旧品名(091001ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩
酸塩錠5｢NUP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬
品への承継に伴い

801 KH801 耳:MMC 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾄﾏｲｼﾝ錠協和 ﾏｲﾄﾏｲｼﾝC 1mg 協和発酵工業 抗悪性腫瘍剤 9903中止
801 KT 801 KT801 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢興和ﾃ

ﾊﾞ｣
ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 興和ﾃﾊﾞ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

801 MM801 MM801:MRC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/黄透明 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 森下ﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用
剤

9606中止

801 NTR 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0205
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

801 Th801 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化性潰瘍治療剤 91中止
802 AR 802:10 AR802 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢AR｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬-日本ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙ薬品
持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

旧品名(091001ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩
酸塩錠10｢NUP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬
品への承継に伴い

802 KW802 裸錠 白 有 ﾙｾｯｸ40 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 共和薬品工業 塩類排泄型利尿剤 9205中止
802 MM 802 MLT 糖衣錠 白 無 ﾏﾆｵｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 森下ﾙｾﾙ 抗めまい剤 9101中止
802 NTR 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄)

980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

802 TSU802 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾕﾍﾞ･Qｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 鶴原製薬 代謝性強心剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞ･Q)

803 HC 803 HC803:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 消化管運動賦活剤 0201ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載

803 HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 北陸製薬 消化管運動賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 950825
収載

803 HC 803 50:HC803 Ganaton50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 北陸製薬 消化管運動賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9701ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

803 HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｱｽﾃﾗｽ製 消化管運動賦活剤 0504社名変更(合併)
803 KH 803 KH803 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ錠100 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗生物質製剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
803 MM803 MM803 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙｿﾌﾄ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用

剤
9802中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

803 n 803：0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢日医工｣に変更)
050708収載

803 n 803：0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢日医
工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠
0.2)

803 B 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

804 KH 804 KH804 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ錠200 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗生物質製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

804 n 804：0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢日医工｣に変更)
050708収載

804 n 804：0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢日医
工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠
0.3)
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804 B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

804 TSU804 10mg 糖衣錠 黄 無 ﾕﾍﾞ･Q錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 鶴原製薬 代謝性強心剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞ･Q10)

805 KH 805 KH805 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐﾉｻｲｼﾞﾝ錠協和 硫酸ﾊﾟﾛﾓﾏｲｼﾝ 250mg 協和発酵工業 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質 9803中止
805 MM 805 MGA 糖衣錠 白 無 ﾐｸﾞﾀﾐﾝA錠 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ､無水

ｶﾌｪｲﾝ
1mg，100mg 森下ﾙｾﾙ 片頭痛治療剤 9606中止

805 NS 508 NS508 2：2mg 裸錠 淡橙 有 ｶｽﾞﾏﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ，第
一三共ｴｽﾌｧ

血圧降下剤 040709収載

805 SW-805:SW-KM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾀﾒﾘﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 89中止
806 KH806 KH806 125mg：125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 協和発酵ｷﾘﾝ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾ

806 KW 806 KW806 0.75mg:KW 806 裸錠 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 日本ｱﾙﾂ製薬-共和薬品
工業

抗精神病剤 旧ﾃﾞｰﾀ（021１共和薬品
工業へ承継）

806 KW 806：0.75 裸錠 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 日本ｱﾙﾂ製薬-共和薬品
工業

抗精神病剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0408迄) 021
１承継，本体ｺｰﾄﾞ追加

807 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾌﾄｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ､ｳﾗｼﾙ 100mg，
224mg

長生堂製薬-ﾔｸﾙﾄ本社 抗悪性腫瘍剤 0110中止 980710収載

807 KH807 KH807 250mg：250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 協和発酵ｷﾘﾝ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾ

807 KW 807 KW807 1.5mg:KW 807 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 日本ｱﾙﾂ製薬-共和薬品
工業

抗精神病剤 旧本体（0212迄），共和薬
品工業へ承継

807 Kw 807：1.5 Kw807 1.5mg:KW 807 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(0408迄) 本体裏
ｺｰﾄﾞ追加(1.5) 0212承継
（日本ｱﾙﾂ製薬より）

807 SANKYO 807:2 裸錠 白 有 ﾒﾃﾊﾞﾆｰﾙ錠2mg ｵｷｼﾒﾃﾊﾞﾉｰﾙ 2mg 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ-第一
三共

鎮咳剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)他 060609収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾒﾃﾊﾞﾆｰﾙ錠) 麻薬

807 CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0902迄)
808 KW 808:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 010706

収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

808 MM808 MRSF 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙｿﾌﾄF ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 400mg 森下ﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用
剤

9101中止

808 BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0707迄) 9805
ﾋｰﾄ，製造元変更 9607収
載

809 KW 809:2 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

810 KW:810 KW810 3mg:KW 810 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
811

YMC25mg
糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬 抗めまい剤 旧品名(080620ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ

ﾙ塩酸塩錠25mg｢CH｣)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0403承継(三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

811 KP 811 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞﾛｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 杏林製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0406中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

811 KW811 糖衣錠 赤 無 ﾙｰｶｽ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 共和薬品工業 冠循環増強剤 9310中止
811 MM811 MM811:MRT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
橙 無 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙ錠 ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 森下ﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用

剤
9308中止
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811 SKD 811 SKD 811 裸錠 白 有 ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ錠100mg｢三晃｣ ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ 100mg 協和医療開発-ﾒﾙｸﾎｴｲ 強心･喘息治療剤 0208中止　02販売変更
(旧:模範薬品研究所)

811 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｰﾀﾞｲA錠)

811 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血糖降下剤 92中止
811 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｾﾙｷﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 脳循環代謝改善剤 9907中止 9702ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
812 KW 812 糖衣錠 赤 無 ﾙｰｶｽ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 共和薬品工業 冠循環増強剤 0912中止 04頃本体ｺｰﾄﾞ

追加
813 MH 813：0.2 MH813 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg「ﾏｲﾗ

ﾝ」
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
080201収載(商品名変
更，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg
「ﾒﾙｸ」)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

814 MH 814：0.3 MH814 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg「ﾏｲﾗ
ﾝ」

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾏｲﾗﾝ製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg
「ﾒﾙｸ」)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

815 KH 815 KH815 50mg 裸錠 白 有 ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠50 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 50mg 協和発酵工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0803中止
815 KW815 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾞﾙﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 鎮痛消炎剤 9205中止
815 SANKYO:815 裸錠 白～帯黄白 無 ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠20mg｢第

一三共｣
ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 20mg 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ-第一

三共
ｺﾃﾞｲﾝ系製剤 0811販売名変更(前:ｺﾃﾞｲ

ﾝﾘﾝ酸塩錠) 0704社名変
更 販売名変更(旧品名(ﾘ
ﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠｢三共｣)) 麻

815 SANKYO:815 裸錠 白～帯黄白 無 ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠｢三共｣ ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 20mg 三共 ｺﾃﾞｲﾝ系製剤 旧品名(新:ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩
錠) 0608商品名変更(前:ﾘ
ﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠) 麻薬

815 ｔ 815 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄桃 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 081107収
載

816 KH 816 KH816 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 協和発酵ｷﾘﾝ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

816 KW816 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾞﾙﾐﾝ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 鎮痛消炎剤 9502中止
819 100:FPF-819 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 S･ｸﾆｯｸ錠-100 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
100mg 藤本製薬 放射線防護･白血球減尐

症治療剤
9010中止

819 NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0112
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

820 ｎ 820:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢日
医工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

821 KW 821 KW821:KW821 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾘﾎﾟﾌﾞｺｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 共和薬品工業 高脂血症治療剤 0703中止 920710収載
821 ｎ 821:0.3 裸錠(口腔内崩

壊錠)
微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢日

医工｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善

剤
080704収載

821 徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

822 徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

823 SFC 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0207
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

824 SFC 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾙﾆﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

827 KW 827 KW827 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠100mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 共和薬品工業 中枢神経賦活剤 031114収載（大日本製薬
より承継，商品名変更）

828 KW 828 裸錠 薄紅 有 ﾛｷﾍﾟｲﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 共和薬品工業 鎮痛･抗炎症･解熱剤 980710収載
829 KW 829:1 KW829 1:KW829 1 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 共和薬品のﾛﾍﾟｰﾙ錠

1mg(ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ
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829 KW 829:1 KW829 1 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 精神分裂病治療剤 0007中止 共和薬品のﾙﾅ
ﾌﾟﾛﾝ錠1mg(ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

830 KW 830:3 KW830 3:KW830 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0709大日本住友中止
0511大日本住友製薬も
同じﾋｰﾄへ 0505頃本体刻
印若干大きく

830 KW 830:3 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

830 KW 830:3 KW830 3mg 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業-大日本住
友製薬

抗精神病剤 旧ﾋｰﾄ(0511迄)，共和と同
じﾋｰﾄへ 0505頃本体刻印
若干大きく 9705ﾋｰﾄ変更

830 P F:U 200 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
200mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

830 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

赤透明 ﾘﾎﾟﾃｰﾄ ﾘﾉｰﾙ酸ｴﾁﾙ 500mg 小野薬品工業 脂質代謝改善剤 9212中止

830 T 830 裸錠 白 有 ｽﾄﾊﾟﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

大正製薬 合成抗菌剤 9110中止

831 HC 831 HC831 糖衣錠 白 無 ﾍﾙｽﾅﾐﾄﾞ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 北陸製薬 虚血性心疾患治療剤 9511中止
831 KW 831:6 KW831 6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0709大日本住友中止

0601大日本住友製薬も
同じﾋｰﾄに 0504頃本体刻
印若干大きく

831 KW 831:6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

831 KW 831:6 KW831 6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業-大日本住
友製薬

抗精神病剤 0601共和薬品工業と同じ
ﾋｰﾄに 0504本体刻印若
干大きく 9705ﾋｰﾄ変更

831 P F:U 400 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠400 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
400mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

832 SHIONOGI 832 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ錠 ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 50mg 塩野義製薬 抗悪性腫瘍剤 9210中止
832 RD 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

833 KP 833 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞﾛｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 杏林製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0406中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

833 RD 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

834 MH834 MH834 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg「ﾏｲ
ﾗﾝ」

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080201収載(商品名変
更，前:ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ
2mg「ﾒﾙｸ」)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

834 Ca 250 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸剤 0804中止 020705収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

835 Ca 500 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 制酸剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)
010706収載

836 FMT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

837 PF:U 100 徐放錠 白 無 ﾕﾆｺﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 1日1回型ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
100mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ
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837 FMT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

838 NZT 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱﾃﾐﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄)
020705収載

839 MH839 MH839 200mg：200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾙｸﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工
業

慢性腎不全用剤 旧品名(090515球形吸着
炭ｶﾌﾟｾﾙ200mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に
変更) 0802社名変更(前:ﾒ
ﾙｸ製薬)

839 MH839 MH839 200mg：200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 球形吸着炭ｶﾌﾟｾﾙ200mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

球形吸着炭 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工
業

慢性腎不全用剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙｸﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ200mg)，ｶﾌﾟｾﾙｻｲｽﾞ変
更(2号→1号)

840 R9 TSU840 25mg:25mg 裸錠 淡橙 有 ﾗｸﾃﾞｰﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 鶴原製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｸﾃﾞｰﾝ)

841 TSU841 糖衣錠 黄 無 ﾗﾝｸ錠25 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 中止
843 YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
陽進堂のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ

843 YD 051 裸錠 白 無 ﾖｳｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠250mg｢YD｣) 陽進
堂のものとﾋｰﾄ異なる 三
恵のｹｲｻﾐﾝ錠250mgと本
体ｺｰﾄﾞ同じ

843 TSU843 100mg:100mg 糖衣錠 白 無 ﾗﾝﾃﾞｰﾙﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 鶴原製薬 解毒剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾃﾞｰﾙﾁｵﾝ

844 TSU844 100mg 糖衣錠 白 無 ﾗﾝﾃﾞｰﾙﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 0706中止
850 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ色 ﾖｳｸﾛﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 陽進堂-日本医薬品工業 胆道疾患治療剤 9908中止
850 Th850 糖衣錠 白 無 ｴﾁﾀﾆﾝ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 去痰･慢性副鼻腔炎排膿

剤
91中止

851 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
852 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
853 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ120mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
858 HC 858 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎｸﾗﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 北陸製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ･利尿降圧 9812中止 9611ﾋｰﾄ変更
860 GC860 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾘﾗｸﾄﾝ-ﾖｼﾄﾐ 乳酸菌含有ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ末 400mg 吉富製薬 抗生物質耐性乳酸菌製

剤
9808中止 9801ﾋｰﾄ表記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

860 HC 860 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙黄 無 ﾎｸﾗﾋﾞﾝ錠15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 北陸製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2剤 9812中止 9704ﾋｰﾄ変更
860 YD 063 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂-日医工 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 02～04本体ｺｰﾄﾞ化
860 YD 860 SYT031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｻﾝﾅｯｸｽ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 三恵薬品・中北薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾝﾅｯｸｽ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加 陽進堂の
ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠25mgと本体

860 YD 860 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 陽進堂・日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠)
三恵薬品のｻﾝﾅｯｸｽ錠
25mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

861 TSU 861 TSU861 20mg:20mg 裸錠 橙黄 有 ﾘﾎﾞﾋﾞｽ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 鶴原製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症用剤･ﾋﾞ
ﾀﾐﾝB2製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｽ錠)

861 YD 861 YD861 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾌｪﾘﾝ錠 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 陽進堂 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0809中止 0601本体ｺｰﾄﾞ
刻印 日医工販売のもの
とﾋｰﾄ異なる

862 YD 862 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ錠25｢ﾖｳ
ｼﾝ｣

塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 陽進堂 精神神経用剤 95中止

863 糖衣錠 赤 無 陽進ﾋﾞﾀE錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 陽進堂-日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 1001中止

262 / 276 ページ



863 TSU863 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ-10)

863 863 YD863 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾃﾞｭﾌｪ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 陽進堂 広範囲経口抗菌剤 旧品名(0905ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ
錠100ｍｇ｢YD｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ

863 YD 863 YD863 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢YD｣ ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 陽進堂 広範囲経口抗菌剤 0905商品名変更(前:ｱｽ
ﾃﾞｭﾌｪ錠100mg)，ｺｰﾄﾞ変

864 FPF-864 耳:PRT-40 糖衣錠 淡青緑 無 P.R.T-40｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 40mg 藤本製薬 肝疾患改善剤 9012中止
864 糖衣錠 類白 無 ﾖｳﾌｧﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 陽進堂-日本医薬品工業 抗めまい剤 9907中止
864 TSU864 20mg:20mg 糖衣錠 黄 無 ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ-20)
864 YD 864 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾎﾞｽﾏｲﾔｰ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 陽進堂 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 9904中止 950707収載
865 YD 014 徐放性錠剤 白 無 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠)
陽進堂とﾋｰﾄ異なる

865 TSU865 30mg:30mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ-30)

866 糖衣錠 黄 無 ﾖｳﾚﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 陽進堂-日本医薬品工業 脳微小循環改善剤 9909中止
866 TSU866 12mg:12mg 糖衣錠 桃 無 ﾘﾀｾﾝﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

鶴原製薬 緩下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾀｾﾝﾄﾞ)

866 YD 866 YD 866 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｱｽﾃﾞｭﾌｪ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 陽進堂 広範囲経口抗菌剤 旧品名(0908ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ
錠200mg｢YD｣に変更)

866 YD 866 YD 866 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ錠200mg｢YD｣ ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 陽進堂 広範囲経口抗菌剤 0908商品名変更(前:ｱｽ
ﾃﾞｭﾌｪ錠200mg)

867 YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂-日医工 代謝性強心剤 1003中止 0210本体ｺｰﾄﾞ
化 陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
とﾋｰﾄ異なる

867 MK YD867 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸﾗｲｽﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 三笠製薬-陽進堂 循環障害改善剤 010907収載(規格表示変
更)

868 YD868 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶﾘｼﾞｬｽﾄ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 陽進堂 循環障害改善剤 中止 010907収載(規格表
示変更)

869 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾖｳﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂-日医工 精神安定･抗潰瘍剤 1005中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾖｳﾏ
ﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)，ﾋｰﾄ表
50mg追加 陽進堂とﾋｰﾄ

869 YD 869 YD869 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾗｳﾘﾍﾞﾗ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
摩耶堂製薬，本草製薬，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三
共ｴｽﾌｧ

H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

870 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾋﾞﾀﾝ ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg 陽進堂・日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤
870 Th 870 Th870 KLS:KLS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘﾚﾁﾝS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで)
871 KW 871 裸錠 白 有 ﾛﾝﾌﾙﾏﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 980710収載
871 YD 861 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾌｪﾘﾝ錠 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 陽進堂-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
1006中止 0601本体ｺｰﾄﾞ
追加 陽進堂販売のもの
とﾋｰﾄ異なる

871 Th871 Th871 KLS-P:KLS-P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/灰白 ｶﾘﾚﾁﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢血管拡張剤 9808中止
871 裸錠 白～微黄白 無 ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠20mg｢ﾀｹ

ﾀﾞ｣
ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 20mg 武田薬品工業 ｺﾃﾞｲﾝ系製剤(鎮咳･鎮痛

剤，下痢症状改善剤)
0906商品名変更(前:ﾘﾝ酸
ｺﾃﾞｲﾝ錠20mg｢ﾀｹﾀﾞ｣)
0812本体ｺｰﾄﾞ追加 ﾊﾞﾗの

872 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙色 ﾖｳﾌｪﾘﾝ250 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 陽進堂-日本医薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

9708中止

874 M 874 M874 裸錠 白 無 ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠5mg「ﾏｲﾗﾝ」 ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬･吉田製薬 鎮咳剤 0802商品名変更(前:ﾘﾝ酸
ｺﾃﾞｲﾝ錠5mg｢ﾒﾙｸ｣)，社
名変更に伴い(前:ﾒﾙｸ製
薬)，ｺｰﾄﾞ変更
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874 MERCK 874 MERCK874:5mg 裸錠 白 無 ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠5mg「ﾒﾙｸ」 ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 5mg ﾒﾙｸ製薬 鎮咳剤 旧品名(0802迄，新品名:
ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣)，ｺｰﾄﾞも変更

875 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂-日医工 虚血性心疾患治療剤 10頃中止
881 SW-881 SW-881 SW-881:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 経口抗真菌剤 040709収載
883 TJN883  TJN883 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘﾉｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ鼻用50μ g ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝ

(外)
50μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 粘膜付着型鼻過敏症治

療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾉｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ
外用50μ g)

884 ﾌﾙｺﾅｰﾙ 50mg SW-884 SW-884 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(100528ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣に変

884 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg SW-884 SW-884 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ50)

884 TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号LAX削除 9610ﾋｰﾄ裏

884 TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人ﾌｧｰﾏ 緩下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠)

885 SW-885 SW-885 SW-885 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(100528ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜｲ｣に変

885 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg SW-
885

SW-885 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
ｻﾜｲ｣

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ100)，本体品名記載等

890 ｎ 890:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢日医工｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日医工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

890 SB:890 SB890:0.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠0.25mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 0.25mg(ﾛﾋﾟﾆ
ﾛｰﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(0806頃
迄) 061201収載

891 ｎ 891:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢日医工｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日医工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

891 Th 891 Th891 裸錠 黄～橙黄 有 ﾕﾋﾞｷﾉﾝ錠｢BMT｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 循環代謝改善剤 92中止
892 ｎ 892 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠

10mg｢日医工｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

892 SB:892 SB892:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄緑 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠1mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 1mg(ﾛﾋﾟﾆﾛｰ
ﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(0805迄)
061201収載

893 ｎ 893 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢日医工｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

894 ｎ 894 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

895 ｎ 895 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

896 ｎ 896 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

899 SW 899 SW-899 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾛﾄﾝ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 沢井製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

900 糖衣錠 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC錠｢日医工｣ ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 日本医薬品工業 強心剤 9104中止
900 SW 900 SW-900 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
白 無 ｵﾒﾌﾟﾛﾄﾝ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 沢井製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

901 JK901 JK901 50mg：50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 経口抗真菌剤 0201製造元社名変更
9608ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

901 KH 901 KH901 裸錠 白 有 ｹﾙﾍﾁｰﾅ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄﾋﾟﾗｼﾞﾝ 100mg 協和発酵工業 ｻﾙﾌｧ剤 9703中止
901 KJ 901 裸錠 白 有 ﾒﾘｱﾆﾝ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興人 高尿酸血症治療剤 中止
901 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 日本医薬品工業 鎮痛消炎剤 9304中止
901 SW 901 SW-901 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁﾊﾟｰﾙ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 9310再開 92中止
902 n 902 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾀｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
日医工 H2受容体拮抗剤 010706収載
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902 HC902 5:HC902 Thiaton5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 北陸製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧ﾋｰﾄ 9701ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

902 HC902 HC902 5mg:5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧品名(050610迄)，品名
変更(新：ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ

902 HC902 HC902 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 050610収載，品名変更に
伴い(前:ﾁｱﾄﾝ5)

902 OH 206:10 OH-206 10mg 裸錠 薄桃 有 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003大正薬品工業中止
040709収載

902 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
902 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 共和薬品工業 中枢神経賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0311迄)，0310製

造承継（大日本製薬よ
り），伴い商品名ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ
錠100mgへ変更

902 SW 902 SW-902 400:400 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁﾊﾟｰﾙ錠400 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 0911発売
902 TSU 902 TSU902 裸錠 白 無 ﾚｽﾎﾟﾘﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞｻｲｸﾛﾐﾝ 10mg 鶴原製薬 鎮痛･鎮痙剤(胃潰瘍，胃

炎，胆石症等)
0411中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ
追加

902 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄褐 無 MSｺﾝﾁﾝ錠10mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 10mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤
902 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青紫～赤紫 無 MSｺﾝﾁﾝ錠30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤 900601収載
902 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 MSｺﾝﾁﾝ錠60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤 940708収載
903 HC903 10:HC903 Thiaton 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 北陸製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9701ﾋｰﾄ

変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

903 HC903 HC903 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧品名(050610迄)，品名
変更(新：ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ

903 HC903 HC903 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 050610収載，品名変更に
伴い(前:ﾁｱﾄﾝ)

903 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
903 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 中枢神経賦活剤 0107中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
903 t 903 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水

和物
5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

大洋薬品工業 骨粗鬆症治療剤 090515収載

903 TKS 903  TKS 903 TKS903 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾝﾐｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾍﾞﾈｷｻｰﾄﾍﾞｰﾀﾃﾞ
ｸｽ

200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 防御機構増強胃炎･胃潰
瘍治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾝﾐｰﾙｶﾌﾟｾﾙ)

904 M 904 M904 裸錠 白 有 ﾘﾘﾊﾞｰ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾒﾙｸ製薬 精神神経安定剤 0712中止 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾘﾊﾞｰ錠)

904 SW 904 SW-904 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾛﾃﾞｲﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾛﾃﾞｲﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏
記号(SW-PD)削除

904 t 904 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

904 TSU904 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾎﾙﾃ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 鶴原製薬 精神神経安定剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾎﾞﾎﾙﾃ錠)

905 n 905 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾀｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

日医工 H2受容体拮抗剤 010706収載

905 M 905 M905 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗精神病剤 080201収載(商品名変
更，前:ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾒ
ﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

905 M905 RL-5 裸錠 黄 有 ﾘﾘﾊﾞｰ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 模範薬品研究所 抗不安剤 9302中止
905 裸錠 淡類橙 無 ﾚｺﾙﾃﾞｨｰﾙ錠 ｴﾌﾛｷｻｰﾄ 30mg 大日本製薬 冠循環増強剤 9501中止
905 SW 905 SW-905 2.5：2.5mg 裸錠 白 有 ｽﾙﾁﾐﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 沢井製薬 緩下剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾙﾁﾐﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏
記号(SW-SM)削除

905 t 905 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載
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905 TSU905 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚｽﾎﾟﾘｰﾄ錠100mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg 鶴原製薬 α β 遮断剤 920710収載
906 M 906 M906 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗精神病剤 080201収載(商品名変

更，前:ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾒ
ﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

906 ｎ 906:50 裸錠 白～微黄白 無 ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日医工 高尿酸血症治療剤 101119収載
906 NA 250 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬-日本医薬品工

業
合成抗菌剤 92中止

906 t 906 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

906 TSU906 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚｽﾎﾟﾘｰﾄ錠50mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 鶴原製薬 α β 遮断剤 920710収載
907 KN･907  KN･907 KN 907 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/黄 ｳﾘﾌﾟﾛｽｶﾌﾟｾﾙ 小林化工 排尿障害治療剤 0905中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ｳﾘﾌﾟ
ﾛｽ)

907 MSD 907 MINTEZOL 裸錠 薄桃 有 ﾐﾝﾃｿﾞｰﾙ ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 万有製薬 駆虫剤 0403中止 0001色変更
(前:白)，本体裏削除

907 SW 907 SW-907 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾞﾁｯﾄ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 沢井製薬 消化管運動調律剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞﾁｯﾄ錠)

908 SW 908 SW-908 150:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾃﾞﾝ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして）

沢井製薬 H2受容体拮抗薬 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

909 SW 909 SW-909 75:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾃﾞﾝ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg（ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして）

沢井製薬 H2受容体拮抗薬 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

911 911 100mg 911:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢TSU｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 鶴原製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
911 M911 糖衣錠 白 無 ﾚﾊﾞﾎﾝ-P錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 模範薬品研究所 肝臓障害用剤 0112中止
912 FPF 912 糖衣錠 淡黄褐 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠-200｢ﾌｼﾞﾓ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 藤本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 8912中止
912 M 912 M912 100:M912 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾏｲ

ﾗﾝ｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾏｲﾗﾝ製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

912 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大日本製薬 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
912 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(0811迄) 060609

収載(商品名変更に伴
い，前:ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ)

912 SW-912 10 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 080704収載

912 YA 912 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙黄/淡橙
黄

ﾋﾞｵﾗｸﾁｽｶﾌﾟｾﾙ ｶｾﾞｲ菌製剤 165mg ﾔｸﾙﾄ本社 乳酸菌製剤 0408中止

912 YD912 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢YD｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 陽進堂 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
913 SW-913 5:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ｱﾛﾆｸｽS-5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶ

ﾌﾟｾﾙ5mg｢ｻﾜｲ｣に変更)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AXS5)
削除

913 SW-913 5:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾆｸｽS-5)

913 YD913 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
913 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠5mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 5mg（無水物

として）
塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩

酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠
030606収載

914 M 914 M914 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗精神病剤 090515収載
914 SW-914 SW-914:SW-LS 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 9208中止
914 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠10mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 10mg（無水

物として）
塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩

酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠
030606収載

915 M 915 M915 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
915 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本製薬 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 910823
収載

915 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本住友製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

9705ﾋｰﾄ変更，表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

915 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠20mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 20mg（無水
物として）

塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩
酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠

030606収載

916 YA916 ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙白 ﾕﾆｾﾗｰｾﾞ ﾔｸﾙﾄ本社 消化酵素剤 中止
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916 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄緑 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠40mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 40mg（無水
物として）

塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩
酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠

030606収載

917 FPF-917 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ-250｢ﾌｼﾞ
ﾓﾄ｣

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 藤本製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9011中止

917 M 917 M917 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

917 25 M917 LV-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 模範薬品研究所 精神安定剤 9007中止
917 SW 917 SW-917 0.5：0.5 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾌﾟﾗｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0212ﾋｰﾄ表裏

商品名記載（ｶﾀｶﾅ） 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP0.5)

918 M 918 M918 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

918 SW 918 SW-918 1：1mg 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg（ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0305ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 98～
99ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP1)

918 YA918 裸錠 白 有 ｷｼﾏﾉｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾔｸﾙﾄ本社 高血圧･不整脈治療剤 8612中止
919 M919 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾜｲﾝﾄﾞ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 模範薬品研究所 循環機能改善剤 9302中止
919 SW 919 SW 919 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾋﾟﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 Ca拮抗性降圧剤 0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記

号(SW-NN20)削除
919 YA919 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾘｽﾀﾐﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ﾔｸﾙﾄ本社 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 中止
920 M920 0.4 裸錠 白 有 ﾜｲﾄﾞｽﾛｰ錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 模範薬品研究所 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 98中止 920710収載
920 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｳﾏﾋﾟﾘﾝ 日本医薬品工業 解熱鎮痛剤 9107中止
920 SW 920 SW-920 20:20mg 裸錠 白 無 ｻﾜﾄﾞｰﾙL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 沢井製薬 虚血性心疾患治療剤<持

効錠>
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾄﾞｰﾙL錠)

920 TSU920 4mg:4mg 糖衣錠 白 無 ﾛｲﾏｶｰﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 鶴原製薬 筋異常緊張緩解剤 10中止 02ｺｰﾄﾞ化
920 YA YA920 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｱｰｾﾞ ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg ﾔｸﾙﾄ本社-日本化薬 消炎酵素製剤 9903中止
921 ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg MSD 抗ｳｲﾙｽ剤(C型慢性肝炎

治療剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

921 SW 921 SW 921 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱｾﾒｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤 本態性振戦治療
剤

02ﾋｰﾄ10mg追加 98～99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-ACE10)
削除

922 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
922 YA:10 YA922 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾗﾋﾟｱｰｾﾞ10mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg ﾔｸﾙﾄ本社-日本化薬 消炎酵素製剤 0207中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載 900713収載
923 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
923 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ 25mg SW-923 SW-923 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 沢井製薬 不整脈治療剤 050708収載
923 t 923:5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載

925 0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽｷﾉﾝ錠0.25 ｶﾙﾎﾞｺﾝ 0.25mg 三共 抗悪性腫瘍剤 0503中止
925 裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水

和物
5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

925 SW-925 SW-925:SW-CB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 9510中止 940708収載
926 裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日本医薬品工業 消炎酵素剤 89中止
926 SW 926 SW-926 10mg:10 mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾋﾟﾝ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 Ca拮抗性降圧剤 091113収載
927 ｎ 927 裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日医工 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾁｰﾑ30)
927 RJ RJ92-7:COX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｺﾓﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日本ﾍｷｻﾙ 脳循環代謝改善剤 9904中止 9503製造販売

元変更 920710収載
928 SW-928 SW-928 50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄

褐
ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 不整脈治療剤 0012ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ裏SW-
MLA50削除

929 n 929 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｵﾌ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

030704収載

929 SW-929 SW-929 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 不整脈治療剤 00ﾋｰﾄ変更，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ裏SW-
MLA100削除

930 n 930 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟｵﾌ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

050708収載
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931 n 931 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 日医工 統合失調症治療剤 070706収載
933 HC933 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
薄橙 ﾓﾅﾙﾃﾞﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 北陸製薬 高脂血症改善剤 9702中止

933 n 933 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 日医工 統合失調症治療剤 070706収載
936 KK 351 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ)
030704収載

936 n 936 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

937 n 937 裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 日医工 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤 0908商品名変更(前:ﾘﾁｰ
ﾑ90)

939 腸溶錠 白～微黄白 無 ﾘﾎﾟﾌｪﾛｰﾙ300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 日本医薬品工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9211中止
940 MA940 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｼﾌﾗﾐﾝ ﾊﾟｯｼﾌﾛｰﾗｴｷｽ 30mg ﾏﾙﾎ 植物性鎮静剤 0803中止 0310ﾋｰﾄ変更

(ﾛｺﾞ変更） 9704ﾋｰﾄ記号
削除，裏商品名記載(ｶﾀｶ

940 NMB 940 NMB940 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠50 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 50mg 万有製薬・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)，承
継に伴い(日医工へ)

940 NMB 940 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠50 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 50mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

941 EZ10 裸錠(長円形) 白 有 ｾﾞﾁｰｱ錠10mg ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg MSD・ﾊﾞｲｴﾙ薬品 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰ
ﾀｰ阻害剤，高脂血症治
療剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)，ﾋｰﾄ裏記号変更

942 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾘﾎﾟｰﾙ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 日本医薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
942 SW 942 SW-942 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾋﾞﾀﾀﾞﾝ配合錠 ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 神経･筋機能賦活剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾀﾀﾞﾝ錠)
943 NMB 943 NMB943 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 万有製薬・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)，承

継に伴い(日医工へ)
943 NMB 943 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継

に伴い(万有製薬より)
943 SW-943 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 02ﾋｰﾄ裏商品名記載等

98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CR0.25)削除

944 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｨｰﾌｪﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9304中止
944 SW-944 0.5:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡褐透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0207ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記

号(SW-CR0.5)削除
940708収載

945 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

945 μ g:0.5 0.5μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(淡紅帯)

ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾙﾌｧ
ｶﾌﾟｾﾙ0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

945 SW-945 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
DF0.25)削除 田辺三菱製
薬とﾋｰﾄ異なる

946 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
1.0μ g(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

946 μ g:1μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(淡紅帯)

ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾙﾌｧ
ｶﾌﾟｾﾙ1.0(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

946 SW-946 0.5:0．5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-DF0.5)
削除 田辺三菱製薬とﾋｰﾄ
異なる

947 n 947 糖衣錠 白 無 ﾘﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日医工 筋緊張改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠)
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947 SW-947 1:1μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-DF1)
削除 田辺三菱製薬とﾋｰﾄ
異なる

948 μ g:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 日医工 Ca･骨代謝改善剤 1005発売
948 SW-948 3:3μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ3 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1005発売
950 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽｷﾉﾝ錠0.5 ｶﾙﾎﾞｺﾝ 0.5mg 三共 抗悪性腫瘍剤 0209中止
951 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無色透明/無

色透明
ｱﾛｸﾞﾘｾﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼﾞｱｿﾞｷｼﾄﾞ 25mg MSD 高ｲﾝｽﾘﾝ血性低血糖症

治療剤
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

951 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 25mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090324
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25)

952 ｎ 952 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢日
医工｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

日医工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

952 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 50mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090324
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50)

960 YD 960:2.5 YD960 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢YD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

陽進堂 持続性Ca拮抗薬 080704収載

960 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ﾃｨｱ
ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型)

白 無 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠100mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 100mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090323
収載

961 SW 961 SW-961 3mg：3mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠3 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1007ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ
ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)

961 YD 961:5 YD961 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢YD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

陽進堂 持続性Ca拮抗薬 080704収載

962 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢日医工｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9104中止
962 SW 962 SW-962 6mg：6mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠6 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1105ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ

ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)
962 YD 962 YD962 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂 消化管運動賦活剤 080704収載
963 糖衣錠 灰 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢日医工｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9211中止
963 YD 963:8 YD963 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢

YD｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 陽進堂･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富

士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三共
ｴｽﾌｧ，あすか製薬，武田
薬品工業

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

090515収載

964 964 裸錠 白 有 ﾚﾗｯｸｽ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 日本医薬品工業 筋緊張緩解剤 9103中止
964 YD 964 YD964 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠

75mg｢YD｣
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 陽進堂 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

965 YD 965 YD965 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢YD｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 陽進堂 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

966 YD 966 YD966 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢YD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 陽進堂・第一三共ｴｽﾌｧ，
あすかActavis製薬，武田
薬品工業

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

967 n 967
967

裸錠(長円形) 白～微黄 無 ﾚｺﾙｸ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

前立腺肥大症･癌治療剤 0012中止 930909販売

967 n 967 裸錠 白 無 ﾚｺﾙｸ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日医工 前立腺肥大症･癌治療剤 1009色変更(前:白～微
黄) 0908商品名変更(前:ﾚ
ｺﾙｸ錠)

967 YD 967 YD967 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢YD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 陽進堂・第一三共ｴｽﾌｧ，
あすかActavis製薬，武田
薬品工業

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

968 YD 968 YD968 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢YD｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

969 YD 969 YD969 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢YD｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 陽進堂 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載
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974 n 974 裸錠 薄桃 無 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0301ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

975 n 975 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0211ﾋｰﾄ5mg追加 000707
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

976 n 976 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0405ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

980 硬ｶﾌﾟｾﾙ 肌/肌 ﾛｲﾋｰﾙS ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
983 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾛｲｾﾙﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日医工 鎮痙･鎮痛剤 1010中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ﾛｲｾ
ﾙﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ)

984 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅 ﾛﾊﾞﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日本医薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ﾃﾞｰﾀ，0104本体ﾋｰﾄ記
号変更(984→0984)
900713収載

984 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅 ﾛﾊﾞﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0607中止 0104本体変更
984 n 984 裸錠 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 持続性ACE阻害剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
987 YD 039 裸錠 微紅 有 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日本医薬品工業 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 陽進堂

のﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg(ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

989 HC 989 HC989 糖衣錠 白 無 ﾚﾝﾍﾞﾙﾄ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 北陸製薬 中枢性筋弛緩剤 9801中止
999 YD 666 YD666 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾗｳﾘﾍﾞﾗ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三
共ｴｽﾌｧ

H2受容体拮抗剤 050708収載

1011 TP-1011 糖衣錠 白 無 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 竹島製薬 抗めまい剤 9412中止
1021 NK1021 裸錠 白 無 ｻﾘﾅ錠 ｻｻﾞﾋﾟﾘﾝ 300mg 日本化薬 鎮痛消炎解熱剤 0005中止
1053 NK M NK1053 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｽｶﾙﾑ錠50mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日本化薬 抗痙縮剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｽｶﾙﾑS錠)
1054 NK D NK1054 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｽｶﾙﾑ錠100mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本化薬 抗痙縮剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｽｶﾙﾑD錠)
1061 NK1061 裸錠 白 有 ﾃﾆｰﾙ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日本化薬 めまい･平衡障害治療剤 0103中止
1071 NK1071 裸錠 白 有 ﾋﾟﾛﾗｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ

ﾝとして）
日本化薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0712中止 ﾋｰﾄ商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)
1091 NK1091 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾞｾﾙ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本化薬 鎮痛･抗炎症剤 1012中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ﾄﾞｾ
ﾙ錠)

1132 ZE 110 ZE110 IT50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1012中止 1001沢井製薬
中止 050708収載

1141 KI 1141 ROI:MECT KI-1141 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｲﾏｰﾙ ﾒﾁｱｼﾞﾝ酸 250mg ﾒｸﾄ 鎮痛･消炎剤 98中止
1141 Th 1141 Th1141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾂﾄﾞｰﾐﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
1146 P001146 裸錠 白 無 ｿﾞｰﾐｯｸﾞRM錠2.5mg ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 2.5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 片頭痛治療薬/5-

HT(1B/1D)受容体作動薬
旧ﾃﾞｰﾀ 020614収載，ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
P001146は海外工場での
印刷材料管理番号（0301
から）

1149 KI1149 裸錠 白 有 ﾁｰﾄﾝ錠 ﾒｸﾄ 解熱鎮痛剤 8811中止
1156 KI 1156 CAL:MECT KI-1156 硬ｶﾌﾟｾﾙ 桃/白 ｶﾙｾﾞｷﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg ﾒｸﾄ 頭痛治療剤 9206中止
1163 ISD:KI-1163 糖衣錠 類黄白 無 ｲｾﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾒｸﾄ 抗めまい剤 9806中止
1165 KI 1165 ISN-6:KI-1165 裸錠 白 無 ｲｾﾅﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ﾒｸﾄ めまい･平衡障害治療剤 98中止
1166 KI 1166 ISN-12:MECT KI-1166 裸錠 白 有 ｲｾﾅﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ﾒｸﾄ めまい･平衡障害治療剤 98中止
1170 KI 1170 PAD:MECT KI-1170 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾒｸﾄ 精神神経安定剤 旧ﾃﾞｰﾀ，ｺｰﾄﾞ(91まで)
1171 AMI:KI-1171 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾐﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg ﾒｸﾄ 抗うつ剤 9806中止
1174 MEO-5:KI-1174 糖衣錠 淡緑 無 ﾒﾄﾅｽ錠5mg ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾒｸﾄ 抗不安剤 98中止
1182 NK 1182 NK1182 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｻﾘｸﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ

ﾋﾞﾒﾘﾝとして)
日本化薬 口腔乾燥症状改善薬 010831収載

1186 KI 1186 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 濃黄 無 ﾌﾟﾛﾍﾟﾁﾙ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg ﾒｸﾄ 精神神経用剤 98中止
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1191 BMS:1611 BMS1611 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形)

白～微黄白 無 ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠0.5mg ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物 0.5mg(ｴﾝﾃｶ
ﾋﾞﾙとして)

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 060915収載

1225 ETO-50:MECT KI-1225 糖衣錠 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9305中止
1227 KI E ETO-100:MECT KI-1227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9306中止
1241 PAK:MECT KI-1241 裸錠 白 有 ﾊﾟｰｷﾈｽ錠2 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾒｸﾄ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 98中止
1242 SCO:KI-1242 糖衣錠 白 無 ｽｺﾙﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾒｸﾄ 鎮痙剤 9806中止
1244 KI 1244 ASO:MECT KI-1244 裸錠 白 有 ｱｽｺﾀｰﾙ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ﾒｸﾄ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9110中止
1411 KI-1411 HOM:MECT KI-1411 裸錠 白 有 ﾎﾓﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾒｸﾄ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9107中止
1413 KI 1413 ATA-D:MECT KI-1413 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/無透明 ｱﾀﾘｽD d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ﾒｸﾄ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9107中止
1421 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9209まで)
1611 BMS:1611 BMS1611 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角

形)
白～微黄白 無 ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠0.5mg ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物 0.5mg(ｴﾝﾃｶ

ﾋﾞﾙとして)
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 060915収載

1711 糖衣錠 淡赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
1712 糖衣錠 赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
1800 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｽﾁｰﾑ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ

ｾﾞ単位
ｴｰｻﾞｲ 脂質代謝異常改善剤 0702ﾋｰﾄ表1800追加，商

品名変更に伴い 061208
収載(商品名変更に伴
い，前:ｴﾗｽﾁｰﾑ錠)

1800 Tw 202 Tw202 1800EI.U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 東和薬品 脂質代謝異常改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠)

1901 IC 61 IC-61 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾞﾙｸﾞﾌｫﾙﾑ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｲｾｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0705中止 040709収載
1964 BMS 1964 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/黄 ｾﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ15 ｻﾆﾙﾌﾞｼﾞﾝ 15mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 970725収載
1965 BMS 1965 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ｾﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ20 ｻﾆﾙﾌﾞｼﾞﾝ 20mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 970725収載
1981 TTS1981 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾄﾞﾗﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 高田製薬 解熱鎮痛消炎剤 8905中止
1991 TTS 1991 10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙﾐﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 高田製薬-日本化薬 鎮痙剤，胃･十二指腸潰

瘍治療剤
0107中止

2011 NK2011 裸錠 白 無 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ錠山川 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 0.3mg 日本化薬 狭心症用舌下錠 旧品名(0612迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘ
ﾝ舌下錠0.3mg｢NK｣) 舌下

2011 NK2011 裸錠 白 無 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ舌下錠0.3mg｢
NK｣

ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 0.3mg 日本化薬 狭心症用舌下錠 0612商品名変更(前:ﾆﾄﾛ
ｸﾞﾘｾﾘﾝ錠山川)

2015 NK2015 裸錠 白 無 ﾆﾄﾛﾍﾟﾝ舌下錠0.3mg ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 0.3mg 日本化薬 狭心症用舌下錠 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾄﾛﾍﾟﾝ錠) 舌
下錠

2031 NK2031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

濃緑 無 ﾕｰﾅｲﾝ錠 日本化薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0405中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9808色調変
更(前:緑)

2041 NK2041 糖衣錠 淡青 無 ﾘｽﾞﾏﾄｰﾝ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本化薬 不整脈治療剤 9209中止
2051 NK2051：250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾃﾞﾘﾊﾞ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 日本化薬 高脂質血症改善剤 0406中止 0309ﾋｰﾄ裏

250mg追加 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

2061 NK 2061 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾝﾁｾﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 日本化薬 脳･末梢循環改善剤 9405中止
2071 NK2071 糖衣錠 赤 無 ﾌﾟﾛｽﾄ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 日本化薬 心不全治療剤 9405中止
2091 NK2091 裸錠 白 有 ﾗﾄﾞﾝﾅ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本化薬 脱塩利尿剤 0204中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
2101 NK2101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾛ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 日本化薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症改善剤 9902中止
2110 ISP:KI-2110 糖衣錠 赤 無 ｲｾﾌｧﾆﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾒｸﾄ 冠循環改善剤 9805中止
2111 CAR:KI-2111 糖衣錠 淡紅 無 ｶﾙﾄﾞﾝ錠1号 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 心不全治療剤 98中止
2111 NK 2111 NK2111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｰﾃﾝ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
日本化薬 消化器機能調整剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾘｰﾃﾝ錠)
2112 ZD4522：2 1/2 2.5：ZD4522 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄～くす

んだ赤黄
無 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 2.5mg（ﾛｽﾊﾞ

ｽﾀﾁﾝとして）
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ・塩野義製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
050318収載，5mgには本
体に5の記載あり。

2115 KI 2115 EHO:MECT KI-2115 裸錠 淡黄 有 ｴﾎﾁｿﾞﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾒｸﾄ 循環器官用剤 98中止
2120 OY2120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｵﾘｼﾞﾉｰﾙ錠50mg｢ORY｣ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医

工
心臓選択性β -遮断剤 0808中止 0606商品名変

更(前:ｵﾘｼﾞﾉｰﾙ錠)
2121 NK2121 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
帯黄白 ﾛﾆｱﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本化薬 抗狭心症剤 0803中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
2131 KI 2131 FUL:MECT KI-2131 裸錠 白 有 ﾌﾙﾊﾞﾐﾄﾞ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ﾒｸﾄ 降圧利尿剤 9803中止
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2131 NK 2131 NK2131 裸錠 白 有 ﾘｾﾞﾆｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日本化薬 高血圧･不整脈･狭心症
治療剤

9603中止

2132 KI 2132 DIU-S:MECT KI-2132 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾞｳﾚﾝSｶﾌﾟｾﾙ ﾒｸﾄ 利尿降圧剤 9305中止
2140 MEV:KI-2140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾒﾄﾊﾞｰﾙ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 98中止
2140 OY 214 OY2140 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠.OY ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0011中止 980710収載
2141 KI 2141 RES-0.25:MECT KI-2141 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｶﾝﾄｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9304中止
2141 NK 2141 NK2141 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱｽﾊﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ FM-100 200mg 日本化薬 消化性潰瘍治療剤 0410中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
2142 RES-0.5:MECT KI-2142 糖衣錠 淡青 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ｶﾝﾄｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9304中止
2143 ATO:MECT KI-2143 糖衣錠 白 無 ｱﾄｻﾈｰﾙ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9409中止

2145 OY 2.5 OY-2145 裸錠 淡桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠2.5･OY ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医
工

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0612中止 000707収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2146 KI 2146 APR:MECT KI-2146 裸錠 黄 有 ｱﾌﾟﾚｼﾞﾝ錠10 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 98中止
2146 OY 5 OY-2146 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5･OY ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医

工
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0611中止 000707収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

2151 TOK:MECT KI-2151 糖衣錠 白 無 ﾄｷｽﾄﾘﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾒｸﾄ 高脂質血症治療剤 8811中止
2154 URE-A:MECT KI-2154 裸錠 白 有 ｳﾚﾄﾝA錠 ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9306中止
2155 MEA:MECT KI-2155 裸錠 淡黄 無 ﾒﾗﾙｺﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾒｸﾄ 利尿降圧剤 98中止
2156 KI 2156 ISS:MECT KI-2156 裸錠 白 有 ｲｾｽﾄﾗﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ﾒｸﾄ 降圧利尿剤 9207中止
2161 ATS:MECT KI-2161 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤 ｱﾄｽﾃﾘﾝ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾒｸﾄ 高脂質血症改善剤 9112中止
2163 KI 2163 PAU:MECT KI-2163 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙｽﾘﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾒｸﾄ 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
98中止

2168 AZE:MECT KI-2168 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱｾﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒｸﾄ 高血圧･狭心症治療剤 98中止
2172 SYD-10:MECT KI-2172 裸錠 白 有 ｼﾄﾞﾙｰｾﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒｸﾄ 狭心症･不整脈治療剤 9310中止
2173 SYD-20:MECT KI-2173 裸錠 白 有 ｼﾄﾞﾙｰｾﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ﾒｸﾄ 狭心症･不整脈治療剤 9306中止
2180 YD 2180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄透明 ﾖｳｽﾃﾛｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 陽進堂 動脈硬化用剤 95中止
2182 PH2182 200mg：200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾄｰｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 経口痔核治療剤 0912中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ﾄｰｸ
ﾛﾝ)

2183 PH2183 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾙﾅｰ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0609中止
2188 KI SN SEN-10:KI-2188 糖衣錠 白 無 ｾﾉﾝ糖衣錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾒｸﾄ 代謝性強心剤 9806中止
2192 KI 2192 CYC:MECT KI-2192 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗﾚｰﾄ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ﾒｸﾄ 脳･末梢血流改善剤 9005中止
2196 KI 2196 MET-25:MECT KI-2196 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/白 ﾒﾙﾄﾛｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ﾒｸﾄ 脳血流促進剤 8908中止
2197 KI 2197 MET-50:MECT KI-2197 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾒﾙﾄﾛｼﾞﾝ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ﾒｸﾄ 脳血流促進剤 9306中止
2201 BUL:KI-2201 腸溶性糖衣錠 黄 無 ﾌﾞﾚﾝﾀｲﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾒｸﾄ 微小循環改善剤 98中止
2206 KI 2206 LOC:MECT KI-2206 裸錠 白 有 ﾛｺﾅｽ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ﾒｸﾄ 脂質代謝･末梢血行改善

剤
98中止

2222 NAI:MECT KI-2222 裸錠 白 有 ﾅｲｺﾁﾝ錠 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg ﾒｸﾄ 鎮咳剤 9802中止

2228 KI 2228 EMA:MECT KI-2228 裸錠 白 有 ｴﾏﾁｿﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ﾒｸﾄ 気道粘液溶解剤 98中止
2320 CM OY-2320 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｱｽﾒｼﾞﾝ錠200mg｢ORY｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医

工
H2受容体拮抗剤 0801中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ｱｽﾒ
ｼﾞﾝ錠)

2331 KI 2331 P-ZYM:MECT KI-2331 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 P-ｻﾞｲﾑ ﾒｸﾄ 消化酵素剤 9205中止
2334 KI 2334 K-ZYM:MECT KI-2334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 K-ｻﾞｲﾑ ﾒｸﾄ 消化酵素剤 8811中止
2355 KI 2355 MAT:MECT KI-2355 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾏﾄﾛｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg ﾒｸﾄ 消化性潰瘍治療剤 9005中止
2395 MAT-100:MECT KI-2395 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾏﾄﾛｼﾞﾝS･100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg ﾒｸﾄ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9107中止
2441 COD:KI-2441 裸錠 淡黄 有 ｺﾙﾄﾞﾆﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾒｸﾄ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 中止
2551 NS 耳:NS2551 糖衣錠 淡紅 無 ﾌﾟﾚｽﾌｫｰﾙ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 日新製薬 血圧降下剤 9309中止
2553 NS 耳:NS2553 糖衣錠 淡紅 無 ﾌﾟﾚｽﾌｫｰﾙ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 50mg 日新製薬 血圧降下剤 96中止
2621 NS 耳:NS2621 糖衣錠 黄 無 ﾋﾟﾘﾁﾉｰﾙ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ 塩酸ﾋﾟﾘﾁｵｷｼﾝ 100mg 日新製薬 脳機能･代謝改善剤 9005中止
2971 KKC 2971 KKC2971 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾞﾊﾞ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 海外製薬 高血圧治療剤 0009中止
2981 TTS2981 裸錠 白 無 ｱﾗﾈﾄﾘﾝ錠 ｱﾙｼﾞｵｷｻ 50mg 高田製薬-日本化薬 胃･十二指腸潰瘍治療剤 0011中止
2991 TTS 2991 糖衣錠 白 無 ﾊﾞｽﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 高田製薬-日本化薬 虚血性心疾患治療剤 9604中止
3022 NK3022 糖衣錠 橙 無 ﾈｵﾗﾐﾝｽﾘｰﾋﾞｰS錠 日本化薬 神経･筋機能賦活剤 0307中止 9709ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
3051 NK3051 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｱｸﾀﾋﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 日本化薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9311中止
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3053 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 0004中止 99ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

3054 CBT400 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ400mg ｼﾉｷｻｼﾝ 400mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 9403中止
3060 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/青 L-ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

3061 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
3061 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)
3061 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
0907ｺｰﾄﾞ変更

3062 KR500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9306中止
3070 L-KX250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9207中止
3121 DAI-S:KI-3121 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲｻｼﾞﾝS錠 ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 9806中止
3134 KI 3134 VIR:MECT KI-3134 裸錠 黄 有 ﾋﾞﾗｽ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9710中止 060707収載の

ﾋﾞﾗｽ錠125mg(塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅ
ﾌｨﾝ)とは成分が異なる

3141 COL:KI-3141 糖衣錠 赤 無 ｺﾙｻﾐﾝ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 98中止
3143 ｱｼﾉﾝ75 ZP3143 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白

(緑ﾗｲﾝ)
ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

3144 ｱｼﾉﾝ150 ZP3144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

3161 KI 3161 TRI:MECT KI-3161 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾄﾘﾅﾁｵｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾒｸﾄ 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9207中止
3170 MIC:MECT KI-3170 糖衣錠 白 無 ﾐｺﾀﾘﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 末梢性神経障害治療剤 9803中止
3226 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 5mg(ｱﾄﾓｷｾ

ﾁﾝとして)
日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治

療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

3227 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 10mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

3228 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 25mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

3333 KI 3333 ADO-10:MECT KI-3333 裸錠 橙黄 有 ｱﾄﾞﾅﾐﾝC錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg ﾒｸﾄ 血管強化･止血剤 9111中止

3334 KI 3334 ADO-30:MECT KI-3334 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾅﾐﾝC錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾒｸﾄ 血管強化･止血剤 9111中止

3390 HT OY3390 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾈｵﾋﾟｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業 抗血小板剤 0411中止 9605進化製薬
から承継

3392 NS 耳:NS3392 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 日新製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 96中止
3624 BMS 150mg 3624 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ150mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 150mg（ｱﾀｻﾞ

ﾅﾋﾞﾙとして）
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

3631 BMS 200mg 3631 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ200mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 200mg（ｱﾀｻﾞ
ﾅﾋﾞﾙとして）

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

3738 P003738 裸錠 白 無 ｿﾞｰﾐｯｸﾞRM錠2.5mg ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 2.5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 片頭痛治療薬/5-
HT(1B/1D)受容体作動薬

旧ﾋｰﾄ(0301製造分から
はP001146) 020614収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) P003738は海外工場
での印刷材料管理番号

3809 3809 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗黄/暗黄 ｽﾄｯｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ200 ｴﾌｧﾋﾞﾚﾝﾂ 200mg 万有製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1002中止 990910収載
3952 Th 3952 Th3952 LY30:LY30 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢BM｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 酵素性消炎･出血抑制剤 9808中止 951201商品名

変更(｢BMT｣->｢BM｣) 94
ﾋｰﾄ変更

3953 KI 3953 ISZ-30:KI-3953 裸錠 白 有 ｲｾﾁｰﾑ30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾒｸﾄ 消炎酵素剤 中止
3965 KI 3965 OIS-250:MECT KI-3965 裸錠 白 有 ｵｲｾﾞﾝ錠250mg ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 250mg ﾒｸﾄ 血糖降下剤 98中止
3994 IST-100:KI-3994 糖衣錠 白 無 ｲｾﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ﾒｸﾄ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 中止
4112 LILLY 4112

TA4112
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬
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4115 LILLY 4115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

4117 LILLY 4117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

4119 裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙL ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰ
ﾙ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ

50mg，
50mg，50mg

吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止

4120 裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙ ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 50mg， 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止
4131 μ g 裸錠(長方形) 薄黄 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠50μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ

ﾘﾄﾞとして)
協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ

ｷﾝｿﾝ病治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(1104迄) 1004販
売元変更(前:日本ｲｰﾗｲﾘ

4133 μ g 裸錠(長方形) 薄緑 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠250μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1103迄) 1004販
売元変更(前:日本ｲｰﾗｲﾘ

4165 4165 4165 60mg:60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 無 ｴﾋﾞｽﾀ錠60mg 塩酸ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ 60mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ・中外製薬 骨粗鬆症治療剤 040423収載，ﾘﾘｰと中外
でﾋｰﾄ異なる

4230 KPh:101 GC4230 裸錠 黄～黄褐 有 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟｼﾞｮﾝ-ﾐﾄﾞﾘ十
字

潰瘍性大腸炎治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9609製
造元社名変更 9503本体
刻印

4240 KPh:101 GC4240 裸錠(楕円形) 黄～黄褐 有 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧﾙﾏｼｱ-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 潰瘍性大腸炎治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9808ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

4331 GILEAD 4331：300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄青 無 ﾋﾞﾘｱｰﾄﾞ錠300 ﾌﾏﾙ酸ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛ
ｷｼﾙ

300mg 日本たばこ産業-鳥居薬
品

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 040402収載

4467 4467 4467 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙 赤褐 無 ｱﾄﾞｼﾙｶ錠20mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 20mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ5阻害剤 091211収載
4470 GC4470 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 鉄欠乏性貧血治療剤 旧ﾋｰﾄ(0009まで) 9802ﾋｰ

ﾄ表記号削除，表裏商品
名記載

4490 OY 449 OY4490 裸錠 白 有 ｵﾘﾄﾐﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0104中止 980710収載
4491 KI 4491 KI-4491 30mg 裸錠 白 有 ﾒｸﾃｸﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 鶴原製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｸﾃｸﾄ錠)
4522 ZD4522：2 1/2 2.5：ZD4522 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄～くす

んだ赤黄
無 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 2.5mg（ﾛｽﾊﾞ

ｽﾀﾁﾝとして）
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ・塩野義製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
050318収載，5mgには本
体に5の記載あり。

4522 ZD4522 5 5：ZD4522 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄～くす
んだ赤黄

無 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠5mg ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 5mg（ﾛｽﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝとして）

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ・塩野義製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

050318収載，2.5mgには
本体裏面に2 1/2 の記載
あり。

4522 ZD4522 5 5：ZD4522 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄～くす
んだ赤黄

無 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠5mg ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 5mg（ﾛｽﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝとして）

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ・塩野義製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

050318収載，2.5mgには
本体裏面に2 1/2 の記載
あり。

4580 GC:F8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
4590 GC:F9 GC4590 腟錠 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ腟錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
4730 GC:H3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾘﾀｰﾄ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ﾐﾄﾞﾘ十字 低血圧症治療剤 9708中止
4740 GCH4 GC4740:GC 4740 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ-ﾖｼﾄﾐ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｲﾊﾟﾑ 脳血流促進剤 9904中止 9804商品名変

除)
4796 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(91まで)
4870 GCI7 GC4870 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌﾗﾌﾛｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ﾐﾄﾞﾘ十字 抗悪性腫瘍剤 9109中止
4890 SB:4890 SB4890:0.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(五角

形)
白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠0.25mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 0.25mg(ﾛﾋﾟﾆ

ﾛｰﾙとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動

薬
0806頃ｺｰﾄﾞ，剤型変更

4892 SB:4892 SB4892:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(五角
形)

淡黄緑 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠1mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 1mg(ﾛﾋﾟﾆﾛｰ
ﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

0805ｺｰﾄﾞ，剤型変更

4893 SB:4893 SB4893:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(五角
形)

淡紅白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠2mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 2mg(ﾛﾋﾟﾆﾛｰ
ﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

061201収載 本体に五角
形の凸部分有

4930 GC:J3 GC4930:GC4930 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾄﾞﾘｱﾐﾝ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ
ﾝ錯化合物

5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 胃潰瘍治療剤 0203中止 98ﾋｰﾄ表変更

緑)
5070 GC K7 GC5070 裸錠 薄橙 有 ﾄﾗﾒﾄｰﾙ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 降圧利尿剤 9906中止 9806ﾋｰﾄ表記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

5270 GC5270:GC5270 耳:GC
M7 50mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤 0012中止 9901ﾋｰﾄ変更
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5280 GC5280:GC5280 耳:GC
M8 100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤
削除)

5310 KTB 11 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉富
薬品

末梢性神経障害治療剤 0112中止 8710本体追加

5420 Y CA:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠5mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 5mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
5430 Y CA:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
5440 Y CA:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠20mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 20mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
5531 SW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
5532 SW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
5533 SW 410 GC5533 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬-ｴｲﾊﾟﾑ，吉富

製薬
抗潰瘍･精神神経用剤 0004中止 9805ﾋｰﾄ表変

5540 GC5540：CG5540 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 98ﾋｰﾄ変

5550 GC5550:GC5550 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 98ﾋｰﾄ変

5560 GC5560:GC5560 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 98ﾋｰﾄ変

6021 NK 6021 NK6021 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｾﾁﾝV錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 日本化薬 内服白癬治療剤 0812中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

6031 NK6031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾌﾗｼﾞｵ腸溶錠-250 硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ 250mg 日本化薬 細菌性腸疾患治療剤 0302中止
6033 EE 09:EE 09 EE09 5mg:5 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠5｢EMEC｣ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
020705収載

6071 KKC:6071 KKC6071 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｵｽﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 海外製薬 蛋白分解酵素阻害剤 9812中止 960705収載
6161 KI 6161 CYK:MECT KI-6161 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫/赤紫 ｻｲｺｻｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8606中止
6165 KI 6165 NOW:MECT KI-6165 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/白 ﾅｳﾏｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8908中止
6168 KI 6168 CLB-250:KI-6168 MECT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾒｸﾄ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
98中止 9404製造販売(東
洋新薬から承継)

6292 Th 6292:500 裸錠(長円形) 灰褐 有 ｳﾛｰﾏﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 合成抗菌剤 91中止
6671 BMS 125mg 6671 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽECｶﾌﾟｾﾙ125 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 125mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010309収載
6672 BMS 200mg 6672 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽECｶﾌﾟｾﾙ200 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 200mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010309収載
6701 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ67 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg あすか製薬-科研製薬，

武田薬品工業
高脂血症治療剤 041215収載

6702 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg あすか製薬-科研製薬，
武田薬品工業

高脂血症治療剤 041215収載

7011 NK7011 25:NK7011 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙 ﾗｽﾃｯﾄ25 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 9403中止
7012 NK7012 50:NK7012 軟ｶﾌﾟｾﾙ 明赤橙 ﾗｽﾃｯﾄ50 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 9403中止
7013 NK7013 100:NK7013 軟ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤橙 ﾗｽﾃｯﾄ100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 9403中止
7014 NK 7014 25 NK7014 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙

(白帯)
ﾗｽﾃｯﾄSｶﾌﾟｾﾙ25mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗｽﾃｯﾄS25)
931203収載

7015 NK 7015 50 NK7015 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾗｽﾃｯﾄSｶﾌﾟｾﾙ50mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｽﾃｯﾄS50)
931203収載

7016 NK 7016 100 NK7016 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾗｽﾃｯﾄS100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 0004中止 931203収載

7021 KKC:7021 KKC7021 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 海外製薬 気道粘液溶解剤 0102中止(太田製薬へ承
継予定)

7021 NK 7021 100 100mg:NK7021 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/赤紫 ｽﾀﾗｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｼﾀﾗﾋﾞﾝｵｸﾎｽﾌｧｰﾄ 100mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 0810ﾋｰﾄ表NK7021削除
7025 NK 7025 50 NK7025 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/赤紫 ｽﾀﾗｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾀﾗﾋﾞﾝｵｸﾎｽﾌｧｰﾄ 50mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 0606ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載

表->裏，商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)) 921127収載

7104 NK 7104:40 NK7104 40:NK7104 40
NK 7104

裸錠 白 無 ﾌｪｱｽﾄﾝ錠40 ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ 40mg(ﾄﾚﾐﾌｪ
ﾝとして)

日本化薬 乳癌治療剤 950526収載

7106 NK 7106:60 NK7106 60:NK 7106 60
NK 7106

裸錠 白 無 ﾌｪｱｽﾄﾝ錠60 ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ 60mg(ﾄﾚﾐﾌｪ
ﾝとして)

日本化薬 乳癌治療剤 950526収載
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7205 NK 7205 125mg:NK7205 125mg 裸錠 淡黄 無 ｵﾀﾞｲﾝ錠125mg ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg 日本化薬 前立腺癌治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾀﾞｲﾝ錠)
0702ﾋｰﾄ若干変更(表
NK7205削除等)

7421 NK 7421 10 NK7421 10 10:NK7421 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞｽﾀﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ｳﾍﾞﾆﾒｸｽ 10mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｽﾀﾁﾝ10ｶﾌﾟ
ｾﾙ)

7421 NK 7421 30 7421 30:NK 7421 30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞｽﾀﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ｳﾍﾞﾆﾒｸｽ 30mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｽﾀﾁﾝ30ｶﾌﾟ
ｾﾙ)

7501 NK 7501:80 NK7501 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢NK｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日本化薬 前立腺癌治療剤 090515収載
7663 7663 25mg：25mg 7663 糖衣錠 白～微灰白 無 ｱﾛﾏｼﾝ錠25mg ｴｷｾﾒｽﾀﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後

乳癌治療剤
0304社名変更（統合に伴
い） 020830収載

8005 MY8005E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾗｾﾁﾀﾞ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 前田薬品工業 消炎酵素剤 9003中止
8010 MY8010E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗｾﾁﾀﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 前田薬品工業-ﾒﾙｸ製薬 消炎酵素剤 0709中止 0607販売会社

社名変更
9000 KC-280 KC-280 KC-280 9000:9000 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･Pｶﾌﾟｾﾙ9000 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 9000単位 科研製薬 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ製剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･P)
0201ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

10075 EISAI SL001 1mg:SL001 EISAI 1 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

11132 ZE 111 ZE111 IT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠100 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1010中止 1001沢井製薬
中止 050708収載

12050 KB 12O50 γ Z50 耳:γ -OZ50 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止
13401 13-401 裸錠 白 無 ﾊﾋﾟｽｵﾙ 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｲｾｲ 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(0202迄)
13402 13-402 裸錠 白 有 ｺﾝﾄﾚﾑ 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg ｲｾｲ 消化性潰瘍治療剤 9306中止
13417 13-417 裸錠 淡黄緑 無 ﾕｰﾌﾟﾚｽR ｲｾｲ 降圧剤 9306中止
13465 13-465 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻｰﾙ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg ｲｾｲ 抗不安剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄)
13475 13-475 糖衣錠 白 無 ﾃﾞｱｾﾛﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg ｲｾｲ 脳血流障害改善剤 9306中止
13484 13-484 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝD 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄)
13503 13-503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｲﾘﾄﾝD錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0304頃迄)
13504 13-504 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚｸﾛﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 9306中止
13506 13-506:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾈﾘﾝｸﾞ錠20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg ｲｾｲ β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(0301迄) 9802ﾋｰﾄ

表変更
13627 13-627 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾌﾞﾝKP ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0305頃迄)
54193 54 193 裸錠(長円形) 白 有 ﾋﾞﾗﾐｭｰﾝ錠200 ﾈﾋﾞﾗﾋﾟﾝ 200mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 981127収載

400306 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(91まで)
400764 BAYER:AD 腟錠(細長) 白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
401035 BAYER:AD 腟錠(細長) 白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
518943 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ-ﾊﾞｲｴﾙ薬

品
暗順応改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0207迄) 9905

ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
560737 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9604変

更
842414 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで) 92ﾋｰﾄ

変更
842414 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9603まで) 9508変

更
1503624 BMS 150mg 3624 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ150mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 150mg（ｱﾀｻﾞ

ﾅﾋﾞﾙとして）
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

2003631 BMS 200mg 3631 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ200mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 200mg（ｱﾀｻﾞ
ﾅﾋﾞﾙとして）

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

40366600 裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙ ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 50mg， 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止
40367400 裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙL ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰ

ﾙ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ
50mg，
50mg，50mg

吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止
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本データは十分注意を持って作成しておりますが、本データの利用により発生したいかなる損害に関しても、株式会社スズケンは、責任を負いませんのでご了承ください。
ABC順 A～R 株式会社スズケン 医療情報室(SDIC東京)作成

ABC順 本体コード ヒートコード 剤形 色 割線 商品名 一般名 規格 会社名 薬効等 備考
A A A：SCHERING 糖衣錠 白 無 ﾄﾞｵﾙﾄﾝ錠 ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽﾄ

ﾗｼﾞｵｰﾙ
0.5mg，
0.05mg

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口黄体･卵胞混合ﾎﾙﾓ
ﾝ剤

0711中止 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ) 0301
ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ記載，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A A 裸錠(四角形) 橙 有 ｱﾅﾄﾞﾛｰﾙ5mg ｵｷｼﾒﾄﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 9904中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A Adx 1:A(Aの右足は下向
き矢印)

1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ錠1mg ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ 1mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ錠)

A GX EH3:A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｹﾗﾝ錠2mg ﾒﾙﾌｧﾗﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗多発性骨髄腫剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｹﾗﾝ錠)

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛｾｰﾄ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 富山化学工業 脳代謝改善剤 9604中止
A ST-A 裸錠 白 無 ｽﾄﾐﾝA錠 ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ､塩酸ﾊﾟﾊﾟ

ﾍﾞﾘﾝ
30mg，6mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 耳鳴緩和剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9710ﾋｰﾄ記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
A A SCHERING Duoluton 糖衣錠 白 無 ﾄﾞｵﾙﾄﾝ錠 ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽﾄ

ﾗｼﾞｵｰﾙ
0.5mg，
0.05mg

日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 経口黄体･卵胞混合ﾎﾙﾓ
ﾝ剤

旧ﾋｰﾄ（0301迄） 0203本

A 糖衣錠 白 無 ﾅﾊﾟｾﾁﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 富山化学工業 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(0307迄) 9512ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄ錠105mg 硫酸鉄 525mg(鉄とし
て105mg)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 徐放型鉄剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯ

A O.S A0.5 O.S-A0.5 0.5mg:0.5 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

A 0.625 糖衣錠(楕円
形)

白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg ﾜｲｽ-旭化成ﾌｧｰﾏ 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 0407中止 0312社名変更
0310社名変更 9907ｺｰﾄﾞ､
剤型変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

A MS A01 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗﾐﾝ舌下錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 明治製菓 脳･末梢循環障害改善剤 9212中止
A SW A1:2.5 SW-A1 OD:2.5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧症･狭心症治療剤
091113収載

A O.S A1.0 O.S-A1.0 1.0mg:1.0 1.0mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠1.0 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

A HF116A1 糖衣錠 類白 無 ﾀﾛﾌｧﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 陽進堂 抗めまい剤 95中止
A HF217A1 糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂 虚血性心疾患治療剤 9503中止
A HF290A1 糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾘｻﾞﾉｰﾙ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 陽進堂 自律神経賦活剤 95中止
A YT A1 YT-A1:YT-A1 TRS1 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝｻﾞｸﾄ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性心身安定剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 990709収

載
A HF252A1 糖衣錠 茶 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠｢

ｹﾝﾕ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 陽進堂 子宮収縮止血剤 95中止

A PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾆﾌﾗｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質 0110中止 9902ﾋｰﾄ変更
A SW A2:5 SW-A2 OD:5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧症･狭心症治療剤
091113収載

A CH-2A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾝｻﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 00中止 900713収載
A HF124A2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾛﾊﾟﾉﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 陽進堂 鎮痙剤 9503中止
A A 2.5:2.5 TSU008 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾂﾙﾊ

ﾗ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
鶴原製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

A MS A03 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾎﾟﾃﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾘｽﾘﾄﾞ 0.025mg 明治製菓 脳神経伝達機能調整剤 9909中止
A A 5:5 TSU007 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
鶴原製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

A CH-6A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾚﾝﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0906日医工中止 0807販
売元変更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸ
ｽ)
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A FS A07 FS-A07 裸錠 白 有 ｱﾙｻｽ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ
ﾝとして）

扶桑薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0510中止

A HF114A8 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｹﾝﾕ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 陽進堂 解熱鎮痛消炎剤 9409中止
A HF232A8 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾛﾏﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂 消化性潰瘍治療剤 95中止
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0201ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載（ｶﾀｶﾅ），記号(BY
A10)削除等

A 裸錠 白 有 ｱﾛﾃｯｸ錠 硫酸ｵﾙｼﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 喘息治療･気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで)
A 10A:10mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾃｯｸ錠10mg 硫酸ｵﾙｼﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 喘息治療･気管支拡張剤 1010中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ｱﾛ
ﾃｯｸ錠)

A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾊﾞｷｿｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性抗炎症･鎮痛剤 03頃ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1105迄)

A PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1105ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9702ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0302製造元変更 0201ﾋｰ

除等)
A C-11A 2 C-11A・2：2 裸錠 白 有 ｿﾅｺﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0303ﾋｰﾄ変更，

表ｺｰﾄﾞ追加等 0012ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC2削

A C-11A 3 C-11A・3：3 裸錠 黄緑 有 ｿﾅｺﾝ錠3 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0303ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ記載等 0009ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC3削

A C-11A 5 C-11A・5：5 裸錠 黄 有 ｿﾅｺﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0210ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ記載等 0103ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC5削

A 裸錠 白 無 ﾆﾌﾞﾛﾐﾝA錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 精神安定剤 9304中止
A FN11A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｾﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ

ﾀﾞｳ)
脳代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

A PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

A PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 9702ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
910524収載

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0403錠剤小型化 0302製
造元変更 0112ﾋｰﾄ変更

A PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和性心安
定剤

9805中止 9511PTP包装
のみ中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載

A MD 13A 糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃｰｽ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 抗めまい剤 9507中止 9201変更(社名
変更の為)

A 13A：0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠)

A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304
大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる
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A 裸錠 白 有 ｲﾝﾍﾞｽﾀﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所，日医工

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 081219収載(商品
名変更に伴い，前:ｲﾝﾍﾞｽ

A C-14A 40 C-14A・40：40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌｪﾆｰﾙ錠40mg ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ 40mg 中外製薬 慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 0212ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 0103ﾋｰﾄ表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9707ﾋｰﾄ
記号(CAR40)削除

A C-14A 80 C-14A・80：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌｪﾆｰﾙ錠80mg ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ 80mg 中外製薬 慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 0301ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加 0210
ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追加等
9706ﾋｰﾄ記号(CAR80)削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
A20)削除等

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 興和新薬 代謝性賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9704ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾊﾞｷｿｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性抗炎症･鎮痛剤 0308ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A C-21A 0.25:C-21A 0.25 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0206本体記号割線の両
側に 010907品名変更
(前:ｼﾞｺﾞｼﾝ錠）

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾛﾌ錠10mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg ﾏﾙｺ製薬 血圧降下剤 9610中止
A MD 21A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｾﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 脳代謝改善剤 9507中止 9201変更(社名

変更の為)
A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾋﾟｱｽｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｹﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療

剤
0607中止 0307ﾋｰﾄ裏ｺｰ
ﾄﾞ，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A MDP 22A 裸錠 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-塩野義製
薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで) 900420
収載

A MDP 22A MDP22A 裸錠 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで) 900420
収載 920101社名変更

A 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾝｺｰﾙ配合錠 ｼﾞｵｸﾁﾙｼﾞｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎ
ｻｸｼﾈｰﾄ､ｶｻﾝﾄﾗﾉｰﾙ

30mg，15mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 便秘治療剤 1009本体ｺｰﾄﾞ追加

A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100｢ﾏﾙｺ｣ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬 子宮内膜症治療剤 9804中止 920710収載
A C-24A C-24A 糖衣錠 白 無 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ 5mg 中外製薬 抗甲状腺剤 0612商品名変更(前:ﾒﾙｶ

ｿﾞｰﾙ錠) 0301ﾋｰﾄ表ｺｰﾄﾞ
追加 0110製造元変更
(前:ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ)

A KB A25 KB A25 裸錠 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠25 ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0102まで) 990219
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

A RLL:A 25 RLL A25:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢RLL｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｲﾛﾑ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

A A 25:FJ FJ A25 裸錠 白 無 ｱﾛｾﾘﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 富士製薬工業 前立腺肥大症治療剤 0710中止
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾃﾞｽﾐﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾏﾙｺ製薬 頻尿治療剤 0107中止 9807ﾋｰﾄ変更
A MO 25A MO25A 糖衣錠 青 無 ﾊﾟﾙﾀﾝM錠0.125mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾙﾀﾝM錠)
A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄

緑
ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304

大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠30 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 興和新薬 代謝性製剤 9304中止
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾝﾄｹﾞﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg ﾏﾙｺ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9606中止
A C-31A 10 C-31A･10 10:10 糖衣錠(腸溶

錠)
白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更

前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)
A C-31A 20 C-31A･20 20:20 糖衣錠(腸溶

錠)
白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更

前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)
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A C-31A 30 C-31A･30 30:30 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

A FN31A 糖衣錠 淡赤 無 ﾌﾅｺﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

A MD 31A 糖衣錠 淡赤 無 ﾌﾅｺﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9508中止 9201変更(社名
変更の為)

A 裸錠 橙黄 無 ｱｰﾂｪｰ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 血管強化･止血剤 0906製造販売元変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

A A35 TSU029 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾈﾐｰﾙ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 鶴原製薬 持続性心選択性β 1遮断
剤

0806商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ﾐｰﾙ錠)

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾙｻﾞｲﾑ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消炎酵素剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｲﾙｻﾞｲﾑ錠)

A C-39A 250 C-39A・250：250 裸錠 白 無 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
A C-39A 500 C-39A・500：500 裸錠 白 有 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠500mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
A KB A50 KB A50 裸錠 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠50 ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(0102迄) 990219
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

A RLL A50 RLL A50:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢RLL｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｱｲﾛﾑ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

A O.S A-50 AR-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
A NC A50 NCA50:50 NCA50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 高尿酸血症治療剤 101119収載
A RY-11.A.50 RY-11.A.50：50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾅﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0508中止 0212ﾋｰﾄ表ｺｰ

ﾄﾞ追加
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠60 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
60mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308錠剤ｺｰﾄﾞ印刷両面

→片面 9706ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

A C-61A C-61A：125 裸錠 白 有 ｸﾞｾﾙﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 中外製薬 白癬治療剤 0502中止
A 糖衣錠 赤 無 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A配合錠 塩野義製薬 精神神経用剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A)
A RY-21.A.100 RY-21.A.100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
100mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0302ﾋｰﾄ変更

A O.S A-100 AR-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9909中止 971120収載
A 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0310社名変更 0207ﾋｰﾄ

変更，表裏商品名記載
9401変更

A A101 裸錠 白 無 ﾊﾞｲﾒﾆｴﾙ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 東邦新薬 めまい･平衡障害治療剤 中止
A 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0406ﾋｰﾄ変更，裏商品名

変更等 0310社名変更
9401変更

A A102 裸錠 白 無 ﾊﾞｲﾒﾆｴﾙ12mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 東邦新薬 めまい･平衡障害治療剤 中止
A 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成 精神神経安定剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9402変更
A 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系抗不安 0512中止
A 裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利

尿剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0604ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前:大日本
住友製薬)
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A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ｻﾝﾌﾗｰﾙS ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0407ﾋｰﾄ変更
0310社名変更

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0604ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前:大日本
住友製薬)

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

A NPI 114A NPI-114A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾁﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日本薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0012中止 900713収載
A RJ 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄 ﾚﾑﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 消炎鎮痛剤 中止
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

A 耳:SUN-F200 裸錠 白 無 ｻﾝﾌﾗｰﾙ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成工業 抗悪性腫瘍剤 9912中止
A 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾄﾝ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0801中止 0310社名変更
A 裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
A SC123-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽｺﾋﾟﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0010中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾄﾝ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0801中止 0406SP包装裏

変更 0310社名変更
A RJ 124-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽｼﾞｳﾑｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日本ﾍｷｻﾙ 鎮痙･鎮痛剤 0402中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
A NPI 124A NPI-124A:1 裸錠 白～淡黄白 有 ﾓﾄﾅﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 筋緊張緩和剤 0204ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 970711収載
A RY-21.A.200 RY-21.A.200 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
200mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A 裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

A 裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0706ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0304ﾋｰﾄ変更

A 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 9506中止 9308変更
A 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0305迄) 0302社名
変更 9709ﾋｰﾄ表裏変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9410割線有

A 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0704ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0305ﾋｰﾄ変更

A 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成 利尿･降圧剤 01頃中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A A203 糖衣錠 白 無 ｻﾌﾞﾍﾛﾝ100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 東邦新薬 解熱鎮痛消炎剤 中止
A 裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成 血圧降下剤 0001中止 9709ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9308変
A 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有
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A 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0705ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0304ﾋｰﾄ変更

A A204 糖衣錠 白 無 ｻﾌﾞﾍﾛﾝ200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 東邦新薬 解熱鎮痛消炎剤 中止
A 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障

害改善剤･降圧剤
旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

A 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0706ﾋｰﾄ若干変更 0604
製造販売元変更(前:大日
本住友製薬) 0304ﾋｰﾄ変

A 裸錠 白 有 ﾄﾚﾊﾞﾝｽ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性ACE阻害降圧剤 0704頃中止 0310社名変
更 0206ﾋｰﾄ変更 990709
収載 ﾋｰﾄ表商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

A 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

A 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更，ﾋｰﾄ表裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

A 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

A 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更

A NPI 211A  NPI 211A NPI 211A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ｲﾉｷﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 代謝性強心剤 1003中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ｲﾉｷ
ﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ)

A 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾓｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 0310社名変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

A NPI 213A NPI-213A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄 ｻﾗﾌﾟﾄﾝ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日本薬品工業 利尿降圧剤 9307中止
A μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾙﾅｰﾙ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導

体製剤
0310社名変更 020705収
載

A 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

080704収載

A 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

A 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

070706収載

A NPI-217A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾊﾞﾗｺｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本薬品工業 血管拡張剤 9509中止
A 裸錠 黄白～淡黄 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
050708収載

A NPI-219A 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾆｺﾋﾞﾀ-ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 日本薬品工業 微小循環改善剤 9606中止
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 筋緊張･循環改善剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠)
0310社名変更

A FL 231-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙﾛﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日本ﾍｷｻﾙ 止瀉剤 0010中止 980119承認
9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

A 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(旭化成) 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成 制酸剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載 960705収
載

A 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠500mg｢旭化成｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:炭ｶﾙ錠(旭化
成))
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A 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0311本体刻印5追加
0310社名変更 0306ﾋｰﾄ
裏5ｍｇ追加 0109商品名
変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭

A 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0512中止 0310社名変更
A 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化

成)
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧本体，旧ﾋｰﾄ(9912ま

で) 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載

A 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9912本体刻印(1)追加等

A A309 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜﾝﾌｪﾛﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東邦新薬 消炎鎮痛剤 中止
A TS A311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｶﾙﾏｰﾃ50 ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 東邦新薬 消炎鎮痛剤 中止
A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/無透

明
ﾌﾟﾛｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9702中止

A TS A312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｶﾙﾏｰﾃ100 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 東邦新薬 消炎鎮痛剤 中止
A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄 ﾄｷｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 旭化成 代謝性強心剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
A μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡黄 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0602ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(日清ﾌｧﾙﾏより)
A μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡赤 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0603ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(日清ﾌｧﾙﾏより)
A NPI 315A NPI315A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾆｺﾋﾞﾀ-E ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 脂質代謝･血行改善剤 0909回収措置とともに販

売中止
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｷｻｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9903中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｲﾀﾞｼﾞﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 旭化成-ｱｽﾞｳｪﾙ 循環機能改善剤 0101中止 9705ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 0104本体

外形，剤形(旧:裸錠)変更
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0212ﾋｰﾄ

変更
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0210迄) 0104本体

外形，剤型(旧:裸錠)変更
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0210ﾋｰﾄ

変更，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

A NPI 339A NPI-339A 50mg:50 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日本薬品工業-日本ｹﾐ
ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗血小板剤 1101ﾋｰﾄ若干変更

A A394 裸錠 白 有 ｱﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 帝三製薬 高尿酸血症治療剤 0012中止
A JK401 A 裸錠 白 無 ｵｰｿ777-28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ

ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
0.5mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(1～7日分) 0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾁﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 旭化成工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9301中止 900713収載
A NPI 449A NPI 449A 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾃﾞｺｯｸ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日本薬品工業・日本ｹﾐ

ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾃﾞｺｯｸ錠)
A BP 449-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾅﾋﾟｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812中止 0604ﾋｰﾄ表記

号(1)追加，ﾋｰﾄ裏記号変

0601社名変更(前:日本ﾍ
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠75mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 0302製
造元変更 9705ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0303迄） 0302製
造元社名変更 9705ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
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A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

0703本体小型化 0604販
売元変更(前:大日本住友
製薬) 0303ﾋｰﾄ変更

A NPI 625A NPI-625A:400 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｸﾛﾋﾞﾙ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 日本薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載
A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9701ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9307変更

A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠100mg ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｶﾏｲｼﾝ錠)

A 裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 9410中止 9308変更
A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗不安剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg)
A 裸錠 白 有 ｻﾝｱｼﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704頃中止 0310社名変

更 000707収載，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

A URE-A:MECT KI-2154 裸錠 白 有 ｳﾚﾄﾝA錠 ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9306中止
A P A P AP 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟﾛﾃﾞｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0410迄) 0208ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
AA Tw:AA

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 東和薬品 循環機能改善剤

収載(商品名変更に伴
い，前:ｱﾝｱﾝｷﾞ錠100)

AA SW-AA 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｴﾝｼﾞ/淡黄 ｱﾘｱﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ 沢井製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9409中止
AA Tw:AA Tw.AA 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｱﾝｷﾞ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 東和薬品 循環機能改善剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠100mg｢ﾄｰ
AA WELLCOME A2A 有核錠 白(内核:淡 無 ｱﾙｹﾗﾝ錠 ﾒﾙﾌｧﾗﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗多発性骨髄腫剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(9912ま
AA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙透明 ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ｢ﾏﾙｺ｣ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾏﾙｺ製薬 組織呼吸賦活剤 9903中止 9212本体追加
AAF SW 012 SW-012 25：25mg 糖衣錠 黄 無 ｱﾘｱﾛﾝF錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0911中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-AAF25)削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

AB SW-AB 裸錠 白 有 A-ﾍﾞｰｽﾄﾞｯｸ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 沢井製薬 利尿降圧剤 89中止
AB O.S AB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾌﾛﾊﾞﾛﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 筋緊張性疾患治療剤 9809中止 920710収載
AB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾈｱｯﾌﾟ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 9506中止 900713収載
AB SW AB50:50 SW-AB50:50 mg 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 091113収載
AB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大日本住友製薬 消化性潰瘍治療剤，精

神･情動安定剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠50)
0112ﾋｰﾄ英名記載

AB SW AB100:100 SW-AB100:100 mg 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 091113収載
AB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大日本住友製薬 精神･情動安定剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100)
AB Tw.AB100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｱﾘﾋﾞｾﾛﾝ錠100 ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 92中止
AB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大日本住友製薬 精神･情動安定剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200)
ABCID ABCID 裸錠 白 有 ｱﾌﾟｼｰﾄﾞ錠 ｽﾙﾌｧｼﾞﾒﾄｷｼﾝ 250mg 第一製薬 ｻﾙﾌｧ剤 9208中止
ABT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｱﾍﾟﾚｯﾄBTｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 胃酸補給･消化機能改善

剤
9008中止

ABT Asahi ABT03 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ乙字湯FCｴｷｽ錠
医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT08 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ大柴胡湯FCｴｷｽ
錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT09 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ小柴胡湯FCｴｷｽ
錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT10 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ柴胡桂枝湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT12 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ柴胡加龍骨牡蠣
湯FCｴｷｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止
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ABT Asahi ABT14 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ半夏瀉心湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT23 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ当帰芍薬散料FC
ｴｷｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT24 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ加味逍遙散FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT27 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ麻黄湯FCｴｷｽ錠
医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT29 裸錠 淡褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ麦門冬湯FCｴｷｽ
錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT31 裸錠 淡褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ呉茱萸湯FCｴｷｽ
錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT39 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ苓桂朮甘湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT40 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ猪苓湯FCｴｷｽ錠
医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT41 裸錠 黄褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ補中益気湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT48 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ十全大補湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT55 裸錠 淡褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ麻杏甘石湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT57 裸錠 黄褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ温清飲FCｴｷｽ錠
医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT65 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ帰脾湯FCｴｷｽ錠
医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT76 裸錠 黄褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ龍胆瀉肝湯FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止 900713収載

ABT Asahi ABT87 裸錠 褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ六味地黄丸料FC
ｴｷｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

ABT Asahi ABT111 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ清心蓮子飲FCｴｷ
ｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 0206中止

AC 裸錠 白 無 ｱｾﾉｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9012中止

AC BV:AC SCHERING 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾝﾄﾞﾛｸｰﾙ錠 酢酸ｼﾌﾟﾛﾃﾛﾝ 50mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 抗男性ﾎﾙﾓﾝ剤 0005中止 9602変更
AC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ｺｰﾄﾞ(0206迄) 940826

収載
AC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 940826収

載
AC Tw AC 糖衣錠 薄橙 無 ｱﾛﾁﾉﾝ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉﾝ錠)

AC AC 25 裸錠 白 有 ｱｾﾐﾊﾟｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

AC μ g 裸錠 白～灰白 有 ｱﾄｯｸ錠40μ g ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ 40μ g 山之内製薬 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9708ﾋｰﾄ
裏変更

AC 糖衣錠 黄 無 ｱｽﾛｽC 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 日清製薬 気道粘液疾患治療剤 8912中止
AC AC110 AC110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｾｱﾌﾟﾛｰｾﾞS-AP10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 天野製薬 消炎酵素剤 9803中止
AC AC115  AC115 AC115：15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｾｱﾌﾟﾛｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 天野ｴﾝｻﾞｲﾑ-ｾﾞﾘｱ新薬

工業
酵素製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｱﾌﾟﾛｰｾﾞS-
AP15mg)

AC AC200 AC200:AC200 Ml-S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾐﾆﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 天野製薬-山之内製薬 消化酵素剤 0003中止 9802本体，ﾋｰﾄ
変更(製造元変更の為)

AC SW-247:SW-AC 糖衣錠 橙 無 ｱﾘﾁｱﾛﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 沢井製薬 腫脹治療剤 89中止
AC AC629 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｸﾄﾗﾝC ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 帝三製薬 合成抗菌剤 9201中止
ACAT 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(旭化成) 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成 制酸剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9701ﾋｰﾄ

裏商品名記載 960705収
載
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ACC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾌﾟｻﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg わかもと製薬 脳血流促進剤 9104中止
ACCOLATE ACCOLATE 20 ACCOLATE20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｺﾚｰﾄ錠20mg ｻﾞﾌｨﾙﾙｶｽﾄ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤/

気管支喘息治療剤
0207ﾋｰﾄ変更 010202収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

ACCOLATE ACCOLATE 40 ACCOLATE40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｺﾚｰﾄ錠40mg ｻﾞﾌｨﾙﾙｶｽﾄ 40mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤/
気管支喘息治療剤

1010中止 0211ﾋｰﾄ変更
0201ﾋｰﾄ変更 010202収

ACE 裸錠 白 有 ｱｸｾﾝﾄ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 富山化学工業 利尿降圧剤 9604中止
ACE SW 921 SW 921 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱｾﾒｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤 本態性振戦治療
剤

02ﾋｰﾄ10mg追加 98～99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-ACE10)
削除

ACE RY-21.A.100 RY-21.A.100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
100mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0302ﾋｰﾄ変更

ACE RY-21.A.200 RY-21.A.200 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
200mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

ACID Mefenamic Acid 250(紺) 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 昭和薬品化工 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
ACPC Tw.ACPC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄淡紅/白 ｼｸﾗｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9109中止
ACS SN 1 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0312中止 010706収載
ACS SN 2 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0108中止 010706収載
ACT SW ACT SW-ACT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 060707収載
ACT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱｸﾁﾅﾐﾝ 塩化ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ 10mg 第一製薬 胃腸機能改善剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

名記載(ｶﾀｶﾅ)
ACV ACV 200 TAIYO 625:200mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ACV ACV 200 TAIYO ACV200:200mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ACV ACV 400 TAIYO 626:400mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ACV ACV 400 TAIYO ACV400:400mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
AD SANDOZ AD AD 50mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ50 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

削除)
AD 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡黄 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製

薬，日本ｹﾐﾌｧ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継

に伴い(日本薬品工業へ)
AD 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
白 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製

薬，日本ｹﾐﾌｧ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継

に伴い(日本薬品工業へ)
AD Tu AD Tu AD-001 1mg:Tu AD-

001
糖衣錠 白 無 ｱﾄﾞﾒｯｾﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 940708収載

AD 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日本ｹﾐﾌｧ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継
に伴い(日本薬品工業へ)

AD 裸錠 白 有 ﾄﾗﾌﾞｿﾞﾝ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾌﾟﾗｿﾞ
ｼﾝとして）

ﾏﾙｺ製薬-日医工 高血圧･排尿障害治療剤 0709中止 0301本体ｺｰﾄﾞ
化，ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記号追加

AD Y AD05 Y-AD05：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾞﾋﾞｵｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾌｪﾄﾛｰﾙ 5mg 田辺三菱製薬 β -受容体遮断剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾄﾞﾋﾞｵｰﾙ錠)

AD A 裸錠(四角形) 橙 有 ｱﾅﾄﾞﾛｰﾙ5mg ｵｷｼﾒﾄﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 9904中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

AD TKS 117 TKS117 10mg:10mg 裸錠 黄～橙黄 有 ｱﾃﾞﾘｰﾙ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝性強心剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

AD SB 30 AD-30 裸錠 白 無 ｱﾃﾞﾛｷｼﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9511まで)
AD ZB 30 裸錠 白 無 ｱﾃﾞﾛｷｼﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0102中止 9712ﾋｰﾄ記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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AD BAYER:AD 腟錠(細長) 白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠100mg ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠)

AD SW-299 裸錠 白 無 ｱﾄﾞﾊﾟﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg（ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして）

沢井製薬 抗乳癌剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾄﾞﾊﾟﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98～99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AD)削除

AD BAYER:AD 腟錠(細長) 白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
ADC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ｱﾀﾞｯｸｽ わかもと製薬 排尿障害改善剤 0208中止 9801ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ADEROXAL ADEROXAL10mg 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾛｷｻﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9104中止
ADF 126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9407本体刻印
ADFL DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大洋薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名（061208迄)，旧ﾋｰ

ﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)，商品名変
更に伴い(新:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸＬ
ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg)

ADN SW ADN SW-ADN 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

不整脈治療剤 060707収載

ADN 100mg 裸錠 白 有 ｱﾃﾞﾉｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 白井松新薬 尿酸生成抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9710
ﾋｰﾄ変更(ADN削除)

ADO KI 3333 ADO-10:MECT KI-3333 裸錠 橙黄 有 ｱﾄﾞﾅﾐﾝC錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg ﾒｸﾄ 血管強化･止血剤 9111中止

ADO SYT010 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾊﾞｿﾞﾝ30錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 三恵薬品 止血剤 0409中止

ADO KI 3334 ADO-30:MECT KI-3334 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾅﾐﾝC錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾒｸﾄ 血管強化･止血剤 9111中止

ADR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｱﾝﾀﾞﾝﾄｰﾙﾘｯﾁ 塩酸ｲｿﾁﾍﾟﾝｼﾞﾙ 12mg 住友製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9602中止 9008変更
ADS 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0604販売元変更(前:大日

本住友製薬) 0302製造元
社名変更 990910収載

ADS ADS 350 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｱﾃﾞｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
ADV ADV 10mg ADV 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾄﾞﾊﾞｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0905中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
ADX Adx 1:A(Aの右足は下向

き矢印)
1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ錠1mg ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ 1mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後

乳癌治療剤
060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ錠)

AE CH-AE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾝﾃｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

旧品名(0909ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg｢CH｣に変更)，旧
ﾋｰﾄ

AE 裸錠 淡橙 有 ﾄﾗﾌﾞｿﾞﾝ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 高血圧･排尿障害治療剤 0712中止 0304本体，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

AEN CHL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日医工

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0807販売元変更(前:ﾃｲｺ
ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0201ﾋｰﾄ変更

AF O.S-AF 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾗｹﾞﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎鎮痛剤 9504中止
AF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝｾﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 9802ﾋｰﾄ変更，

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

AFE CG 506 AFE1:CG 506 AFE1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 灰赤 無 ｱﾌｪﾏ錠1mg 塩酸ﾌｧﾄﾞﾛｿﾞｰﾙ水和
物

1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

旧ﾋｰﾄ（0304頃迄）
950825収載

AFT 二層錠 淡黄赤/白 無 ｱﾌﾀｯﾁ ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ(外) 0.025mg 帝人 付着性ｱﾌﾀ性口内炎治療
剤

旧ﾋｰﾄ（0210迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載，ｺｰﾄﾞAFT

AFZ 313 AFZ 糖衣錠 白 無 ｱﾌｿﾞﾘﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 大洋薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 920710収
載

AG 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0912迄) 0804製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

AG SW-AG 裸錠 白 有 ｱﾝﾁﾞﾊﾟｰﾙ ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 沢井製薬 動脈硬化用剤 89中止
AG 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 山之内製薬 冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
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AG 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 長生堂製薬 冠血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 0804製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

AG 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0912迄) 0804製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

AGC 220 AGC 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(98  まで) 9512販
売

AGL AGL12.5mg 糖衣錠 橙赤 無 ｱｼﾞﾘｰｽ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｲｾｲ 冠血管拡張剤 0001中止
AGL IC-435:AGL25 糖衣錠 橙赤 無 ｱｼﾞﾘｰｽD ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｲｾｲ 冠血管拡張剤 0001中止 9703ﾋｰﾄ表変
AH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0805中止 0304ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
AH EISAI AH005 EISAI AH005 裸錠 白 有 ｱｽﾄｰﾝ錠 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 気管支拡張剤 0106中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
AHYT 裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

AHYT 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0305迄) 0302社名
変更 9709ﾋｰﾄ表裏変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9410割線有

AHYT 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

AI SW 161 SW-161 20：20 糖衣錠 白 無 ｱｲﾛﾒｰﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 沢井製薬・日本ｹﾐﾌｧ 筋緊張性疾患治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｲﾛﾒｰﾄ錠)
0305頃ﾋｰﾄ変更

AJ Tw.AJ 糖衣錠 橙 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 92中止
AJ AJ1 10 AJ1 10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ｱﾃﾚｯｸ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 味の素製薬-持田製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 1004製造販売会社変更

(前:味の素)
AJ AJ1 5 AJ1 5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾚｯｸ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 味の素製薬-持田製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 1004製造販売会社変更

(前:味の素)
AJ AJ2:30 AJ2 30:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧｽﾃｨｯｸ錠30 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg 味の素製薬-第一三共 速効型食後血糖降下剤 1004製造販売会社変更

(前:味の素)
AJ AJ2 90 AJ2 90:90mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾌｧｽﾃｨｯｸ錠90 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg 味の素製薬-第一三共 速効型食後血糖降下剤 1004製造販売会社変更

(前:味の素)
AJ AJ3:2.5 AJ3 2.5mg

AJINOMOTO:AJ3 2.5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱｸﾄﾈﾙ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和

物
2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

味の素製薬-ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

AJ 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ錠 ｾﾝﾅｴｷｽ 40mg 興和新薬 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9702ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

AJ 糖衣錠 青緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日清製薬 不整脈治療剤 9501中止
AJ SW-065:SW-AJ 糖衣錠 淡緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 92中止
AJ AJ4:17.5 17.5mg AJ4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡紅 無 ｱｸﾄﾈﾙ錠17.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和

物
17.5mg(ﾘｾﾄﾞ
ﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
として)

味の素製薬-ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

AJIM YD049 糖衣錠 青緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾖｳｼﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 陽進堂 不整脈治療剤 0611中止
AJINOMOT
O

AJ3:2.5 AJ3 2.5mg
AJINOMOTO:AJ3 2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱｸﾄﾈﾙ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

味の素製薬-ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

AJINOMOT
O

AJ2:30 AJ2 30:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧｽﾃｨｯｸ錠30 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg 味の素製薬-第一三共 速効型食後血糖降下剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

AJINOMOT
O

AJ2 90 AJ2 90:90mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾌｧｽﾃｨｯｸ錠90 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg 味の素製薬-第一三共 速効型食後血糖降下剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

AJSV AJ212SV 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠SV ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 進化製薬 不整脈治療剤 9305中止 9104製造販売
AJT AJT050 DOJ 糖衣錠 赤 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾄﾞｰｼﾞﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 同仁医薬化工 不整脈治療剤 9005中止
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AK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽｲﾑﾀｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬-ﾒﾙｸ製薬 高脂血症治療剤 0607中止 0607販売会社
社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ)

AK AK110:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g あすか製薬-武田薬品工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
AK AK 211 AK211 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢あす ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg あすか製薬-武田薬品工 胃炎・胃潰瘍治療剤 090515収載
AK AK 219 AK219 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢あ

すか｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-あすか製
薬，武田薬品工業

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

AK AK 222 AK222 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢AA｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg あすか製薬-武田薬品工
業

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

AK AK 232 AK232 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢AA｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg あすか製薬-武田薬品工
業

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

AK AK 239 AK239 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
AA｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg あすか製薬-武田薬品工
業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

AK AK 249 AK249 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
AA｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg あすか製薬-武田薬品工
業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

AK AK 269 AK269:0.1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾄﾘｰﾑOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

AK AK 279 AK279:0.2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾄﾘｰﾑOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

AK AK 366:80 AK366 80mg:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢あすか｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg あすか製薬-武田薬品工 前立腺癌治療剤 090515収載
AK AK 401 AK401 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢あす

か｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

持続性Ca拮抗薬 080704収載

AK AK 411 AK411 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢あすか｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

持続性Ca拮抗薬 080704収載

AK AK 421 AK421 2.5mg:2.5 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢あ
すか｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

AK AK 431:5 AK431 5mg:5 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢あす
か｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

AK AK 441 AK441 100mg:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg あすか製薬-武田薬品工
業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

1101ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾜｲｽ)

AK AK 451 AK451 200mg:200 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg あすか製薬-武田薬品工
業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

11頃ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾜｲｽ)

AKA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

黄 無 ｶﾚﾄﾗ配合錠 ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ，ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 200mg，
50mg

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾚﾄﾗ錠)

AKC M122 AKC-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾓﾊﾝ｣ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 模範薬品研究所 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9011中止
AKE 裸錠 淡赤 有 ｱｸﾚﾁﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 富山化学工業 降圧利尿剤 9604中止
AKE 裸錠 淡赤 有 ｱｸﾚﾁﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 富山化学工業 降圧利尿剤 9604中止
AKI 裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
AKLA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9702ﾋｰﾄ

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
AKLA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 9702ﾋｰﾄ

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
910524収載

AKP AKP 02 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載 あすか製薬
とﾋｰﾄ異なる

AKP AKP 02 AKP02 250 mg 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 小林化工-あすか製薬，
武田薬品工業

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

AKP AKP 04 AKP04 500mg:500mg 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 小林化工-あすか製薬，
武田薬品工業

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

AKP AKP 04 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載 あすか製
薬，武田薬品とﾋｰﾄ異な
る

AKT 裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 98ﾋｰﾄ変
更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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AL 錠剤（カプレット
型）

白と淡黄の2
層

無 ﾍﾞﾝｻﾞAL 武田薬品工業 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸配合鼻炎用内
服薬

AL SW-AL 裸錠 淡黄 有 ｱﾗｷﾞｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 沢井製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9409中止
AL AL AL AL 100 ALOC：100 裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾛｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ-科研製薬 高尿酸血症治療剤 0712中止 0601製造販売

元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ) ｻﾝﾄﾞとﾋｰﾄ異なる 0209
ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ変更
(前:TALC)

AL AL
100mg

裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾛｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ 高尿酸血症治療剤 0809中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表100追加と
一般名記載 科研とﾋｰﾄ異

AL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 有 ﾒﾉﾌﾟﾘｼﾞﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性Ca拮抗剤 0607中止 0303ﾋｰﾄ裏変
AL 裸錠 白 有 ｱｰﾚﾙ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9909中止 9604社名変更
AL 裸錠 帯黄白 有 ｱﾚｷﾞｻｰﾙ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 田辺三菱製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
AL AL10:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ]

AL10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄)，裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
AL AL20:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ] ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 9911ﾋｰﾄ

AL20削除)
AL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠125mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 第一三共 不整脈治療剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬) 97ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
AL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠250mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 250mg 第一三共 不整脈治療剤

に伴い，前:第一製薬)
ALC AL

100mg
裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾛｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ 高尿酸血症治療剤 0809中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表100追加と
一般名記載 科研とﾋｰﾄ異

ALC ALC:UPJOHN U005 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄半透明 ｱﾛｶ ｵﾙﾉﾌﾟﾛｽﾁﾙ 2.5μ g ﾌｧｲｻﾞｰ 胃潰瘍治療剤 0610中止 0304社名変更
（統合に伴い） 9609社名
変更 9310ﾋｰﾄ変更

ALD 裸錠 白 無 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

ALD 裸錠 白 有 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

ALE 裸錠 淡黄赤 無 ｱﾎﾟﾛﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 富山化学工業 血圧降下剤 9604中止
ALE 裸錠 淡黄赤 無 ｱﾎﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 富山化学工業 血圧降下剤 9604中止
ALE n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0203中止 980710収載

ALE 裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ALF ALF 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐透明 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9805ﾋｰﾄ記号削

除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ALF YT-Z2:YT-Z2 ALF0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｱﾙﾌｧｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東亜薬品-山之内製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0111中止(ｱﾙﾌｧｶﾞｰﾄﾞｶﾌﾟ

ｾﾙ0.5として継続) 990315
承認

ALF ALF 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐透明 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9806ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ALF ALF 1 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9806ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ALF ALF 3 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～微黄白 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9805ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ALM 糖衣錠 白 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

旧ﾋｰﾄ(1008迄)

14 / 404 ページ



ALM 糖衣錠 薄橙 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

旧ﾋｰﾄ(1008迄)

ALOC AL AL AL 100 ALOC：100 裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾛｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ-科研製薬 高尿酸血症治療剤 0712中止 0601製造販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ) ｻﾝﾄﾞとﾋｰﾄ異なる 0209
ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ変更
(前:TALC)

ALP ALP 裸錠 白 無 ｱｿﾞﾘﾀﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ALP SW-ALP 裸錠 淡黄褐 有 ｱﾙﾊﾟﾒﾄﾞ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 沢井製薬 利尿降圧剤 9301中止
ALS 糖衣錠 黄緑 無 ｱﾙｽｺｯﾄ 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9203中止
ALT Tw ALT Tw.ALT 裸錠 白 有 ｱﾙｻ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 東和薬品 胃炎，胃･十二指腸潰瘍

治療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｻ錠)

ALT 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾗﾝﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 同仁医薬化工 冠血管拡張剤 中止
ALT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 0510製

造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬) 0504社名変更(合

ALT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 藤沢薬品工業 利尿降圧剤 0208中止 9712ﾋｰﾄ裏変
更(ALT削除)，表裏商品
名記載

ALT 糖衣錠 赤 無 ｱﾄﾗﾝﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 同仁医薬化工 冠血管拡張剤 中止
ALT Th 421:50 Th421 ALT:ALT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾛﾃﾉ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 心臓選択性β 遮断剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更

9303本体追加
ALX Sc 215 Sc215 ALX25:25mg 裸錠 淡橙 有 ｱﾚｷｻﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 三和化学研究所 K維持性利尿降圧剤 1005中止
ALZ SW 248 SW-248 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾁｰﾑ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 沢井製薬 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾛﾁｰﾑ錠) 03
頃ﾋｰﾄ変更

ALZA alza18 alza18:18mg 徐放錠(長円 黄 無 ｺﾝｻｰﾀ錠18mg 塩酸ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ 18mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 中枢神経刺激剤 071214収載
ALZA alza27 alza27:27mg 徐放錠(長円 灰 無 ｺﾝｻｰﾀ錠27mg 塩酸ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ 27mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 中枢神経刺激剤 071214収載
AM AM 裸錠 白 有 ｱﾘﾒｼﾞﾝ錠 酒石酸ｱﾘﾒﾏｼﾞﾝ 2.5mg 第一三共 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0903中止 0704社名変更

(統合に伴い，前:第一製
AM CH1

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾙｶﾒｯﾄ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090925ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠

200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

AM IW 14:2.5 AM2.5 IWAKI:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｲﾜｷ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

岩城製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

AM KW AM5:OD 5 OD5:KW AM5 OD5 OD5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

AM IW 15:5 AM5 IWAKI:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｲﾜｷ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

岩城製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

AM RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

AM RY Wf-AM7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-田辺三菱
製薬

睡眠障害改善剤 0712中止 0710社名変更
（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
0006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

AM RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

AM RY Wf-AM10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504迄) 0006ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

AM SW 150 SW-150 3mg：3mg 裸錠 白 有 ｱﾘﾏﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾘﾏﾝ錠) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AM)削除

AM Tu-AM 200 Tu AM-200 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾓﾘﾝﾀﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 辰巳化学 持続性消炎･鎮痛剤 0401中止 950707収載
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AM Tu AM･250  Tu AM･250 Tu AM･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾀ
ﾂﾐ｣

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 辰巳化学 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ｢ﾀﾂﾐ｣)

AMCHA PH381:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/帯黄白 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0703中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

AMD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗薬)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠2.5)

AMD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗薬)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5)

AMD AMD 100 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg
｢ｻﾝﾄﾞ｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 0805本体ｺｰﾄﾞ追加
070706収載

AMDY AMDY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄緑 無 ｱﾑﾃﾞｲS ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 50000ﾌﾞﾛﾒﾗｲ
ﾝ単位

全星薬品工業 消炎酵素製剤 9407中止

AMI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾐｴﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 長生堂製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9710中止 960705収載

AMI AMI 241 AMI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾐｴﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 長生堂製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9504薬価削除 93中止
9207ｴﾑｴﾌ製剤から承継

AMI AMI:KI-1171 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾐﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg ﾒｸﾄ 抗うつ剤 9806中止
AMLRIS AML RIS:0.5 0.5 0.5mg:AML RIS 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 101119収載
AMLRIS AML RIS1 1mg 1:AML RIS1 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 070706収載
AMLRIS AML RIS2 2mg 2:AML RIS2 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 070706収載
AMLRIS AML RIS3 3mg 3:AML RIS3 3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 070706収載
AMLRISOD AML RIS:OD 1 OD1 1mg:AML RIS OD1

OD1
裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 091113収載

AMLRISOD AML RIS:OD 2 OD2 2mg:AML RIS OD2
OD2

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 091113収載

AMN SW-102:SW-AMN 裸錠 白 有 ｱﾓﾝT100 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 9409中止
AMO RY RY 7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-日医工 睡眠障害改善剤 1009販売元変更(前:ｻﾉﾌｨ

ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ)
AMO RY RY 10：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒

状)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 睡眠障害改善剤 旧ﾋｰﾄ(0504迄)，ｱﾓﾊﾞﾝ錠

7.5(ｺｰﾄﾞが同じRY)との識
別性向上

AMOD KW AM:OD OD2.5:KW AM OD OD2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

AMOTRIL amotril 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

AMP Tw.AMP250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ･C250｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9109中止
AMP SW-301 SW-AMP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250｢ｻﾜｲ｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
AMPC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢BMT｣ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
AMPC AMPC-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
AMPC Beecham AM-PC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｸﾗﾓｷｼﾙｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｽﾐｽｸﾗｲﾝﾋﾞｰﾁｬﾑ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止
AMSV AM AM223SV 裸錠 白 無 ﾗﾘﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 進化製薬 気道潤滑去痰剤 9603中止 920710収載
AMT AMT25 DOJ 裸錠 淡黄 有 ｱﾀﾞﾙﾄﾐﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 同仁医薬化工 利尿降圧剤 中止
AMT AMT50 DOJ 裸錠 白 有 ｱﾀﾞﾙﾄﾐﾝ錠50 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 同仁医薬化工 利尿降圧剤 中止
AMT IC-443 AMT:IC-443 裸錠 白 有 ｱﾄﾐﾗｰﾄ錠200mg ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ｲｾｲ 脂質代謝･末梢血行改善

剤
0812商品名変更(前:ｱﾄﾐ
ﾗｰﾄ)

AMX Tw AMX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 1101ﾋｰﾄ若干変更

AN AN:PR-N SCHERING 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾓﾙﾄN ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9601ﾋｰﾄ
変更

AN AN:SCHERING 5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾓﾙﾄN ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 0811中止 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

AN SWAN 2.5 SW-AN2.5:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 高血
圧･狭心症治療剤

080704収載

AN SW AN5:5 SW-AN5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 高血
圧･狭心症治療剤

080704収載
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AN Tu AN Tu AN-020 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾒﾄﾛﾝ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 辰巳化学 筋緊張性疾患治療剤 0908中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｱﾝﾒ
ﾄﾛﾝ錠)

AN 裸錠 白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興和新薬 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9704ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

AN AN233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｼｽﾀｰｾﾞS錠 ｱｲﾝ製薬 消化酵素剤 01頃中止 900713収載
ANB 糖衣錠 白 無 ｱﾅｺﾘﾝ40 ﾖｳ化ｼﾞﾌｪﾆﾙﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉﾒ

ﾁﾙｼﾞｵｷｿﾗﾝ
40mg 富山化学工業 抗ｺﾘﾝ剤 9604中止

ANB KTB 43 KTB43 200mg:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｱﾝﾌﾞｼﾞｰﾙ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 寿製薬 骨粗鬆症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾌﾞｼﾞｰﾙ錠)

ANC ROCHE 611 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 日本ﾛｼｭ 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9206本
体変更

AND AND10 裸錠 淡黄 無 ｱﾝﾀﾞﾝﾃ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 三亜製薬 代謝性強心剤 9208中止
ANDE YD065 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾃﾞｽｻﾝ錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 陽進堂 代謝賦活剤 0307中止
ANF CG 207 ANF10:CG 207 ANF10 糖衣錠(三角

形)
白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄）

ANF CG 208 ANF25:CG 208 ANF25 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄）

ANGE ANGE21 TZ361 糖衣錠 赤褐 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.050mg，
0.030mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

ANGE ANGE21 TZ361 糖衣錠 白 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.075mg，
0.040mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

ANGE ANGE21 TZ361 糖衣錠 黄 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.125mg，
0.030mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

ANI Tw 242 ANI:Tw242 Y-ANI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆｶｾｰﾄ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 脳代謝改善剤 9805中止 970711収載
ANL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変

更(旧:淡黄)
ANL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 消炎鎮痛剤 0707中止 98製造元変更

9804ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

ANL PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変
更(旧:淡黄)

ANL PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

ANS ZE 61 ZE61 ANS200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆﾍﾞｿｰﾙSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 全星薬品工業 高脂血症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更 990709収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ）

ANT CH 296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆﾄﾗｰﾙ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 長生堂製薬 胃潰瘍治療剤 0809中止
ANT MCI 012 MCI012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾅｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg 三菱化学-藤沢薬品工業 脳血管性精神症状改善

剤
9805中止 9702ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ANV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｱﾝﾄﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 長生堂製薬 胃潰瘍治療剤 0809中止
AO CH-AO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾌﾟﾛﾅﾘﾝPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 9000ﾁﾛｼﾞﾝ

単位
長生堂製薬 消炎酵素剤 0206中止 00ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
AO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核

二層錠)
帯赤灰 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載，記号(AO10)削除
AO 裸錠 白 有 ｱﾛﾃｯｸ錠 硫酸ｵﾙｼﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 喘息治療･気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで)
AO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核

二層錠)
淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0512錠剤小型化 0108本

体色変更(前:微赤)，ﾋｰﾄ
変更，裏記号(AO20)削除

AO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤褐 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠40mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0906錠剤小型化 0108ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載，
記号(AO40)削除

AO SW 385 SW-385 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0205ﾋｰﾄ50mg追記など
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AO50)
削除

AO SW 386 SW-386 100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
AO100)削除，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)
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AP 裸錠 黄橙 無 ﾐｺﾝﾋﾞ配合錠AP ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ

40mg，
12.5mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT1
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ/利尿薬合

1007本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(H4)
追加 090619収載

AP CH 裸錠 淡黄褐 有 ｱﾋﾟﾉﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 9403中止 9304ﾋｰﾄ変更
AP KG-AP 糖衣錠 白 無 ｱﾙｺﾋﾟﾝM 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 堺化学工業-ｶｲｹﾞﾝ 鎮痙剤 中止
AP Y AP05:5 Y-AP05 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾊﾟﾐﾝ錠5mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 精神神経安定剤 0206中止
AP Y AP10:10 Y-AP10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾊﾟﾐﾝ錠10mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 10mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 精神神経安定剤 0205中止 0110社名変更
AP AP10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱﾌﾟｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 不整脈治療剤 99中止 970711収載
AP AP20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱﾌﾟｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 不整脈治療剤 99中止 970711収載
AP Y AP25:25 Y-AP25:Y-AP25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾊﾟﾐﾝ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 精神神経安定剤 0205中止 0110社名変更
AP 裸錠 白 無 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝ錠25mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
AP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
AP AP30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾍﾟﾙﾄﾞｰﾙ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 東京田辺製薬 降圧剤 9303中止
AP EISAI AP050 50mg:Eisai AP050 裸錠 白 無 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝ錠50mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9707ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
AP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
AP SW 128 SW-128 100:100mg 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾞﾌｨﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 気管支喘息治療剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載など 900713収載
AP M138 AP-100 糖衣錠 白 無 ｱﾍﾟﾀｲﾄﾝ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 模範薬品研究所 去痰剤 9104中止
AP A P AP 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟﾛﾃﾞｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0410迄) 0208ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
AP AP101 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ｱﾋﾟﾎﾟｰﾚｶﾌﾟｾﾙ ｾﾙﾆﾁﾝﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ 63mg ｱﾋﾟ-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺疾患治療剤 0511中止 960705収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
AP A394 裸錠 白 有 ｱﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 帝三製薬 高尿酸血症治療剤 0012中止
APC APC 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾌﾟﾛｶﾃﾝ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 9912中止 960705収載
APD C-11D APD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡黄 ｱﾛﾋﾟｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 中外製薬 消炎鎮痛剤 9109中止 中外のｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ

錠(ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ，中止)と
同じｺｰﾄﾞ

APD C-11D APD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 中外製薬 消炎鎮痛剤 9104中止 中外のｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ(ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ，中
止)と同じｺｰﾄﾞ

APE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗灰/白 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9701ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9203変

APG MKC 121:50 50mg:50mg 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠50mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧本体ｺｰﾄﾞ(1005迄)
0711本体小型化

APG MKC 122:100 100mg:100mg 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠100mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧本体ｺｰﾄﾞ(1005迄)
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ），本体小型
化，割線有→無へ

APHRINE FPF 216 耳:A-PHRINE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｰﾌﾗｲﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 藤本製薬 脳動脈硬化用剤 9001中止
APK 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｶﾚﾄﾗ･ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ，ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 133.3mg，

33.3mg
ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(HIV

感染症治療剤)
0610中止 0604販売元変
更(前:大日本住友製薬)
0302製造元変更

APL 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠10mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg(ﾛﾌｪﾌﾟﾗ
ﾐﾝとして)

第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ裏変更，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

APL CH APL-25 裸錠 淡黄褐 有 ｱﾋﾟﾉﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
APL 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠25mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

APL CH APL-50 裸錠 白～淡黄褐 有 ｱﾋﾟﾉﾗｸﾄﾝ錠50 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
APLATIN EP 20 EP20:Aplatin20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾌﾟﾗﾁﾝ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(090925ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ

塩酸塩錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)
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APN TPD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾌﾟﾅｰﾄﾞ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9910中止 960705収載 本
体記号ﾖｼｵｰﾙと同じ

APR CG 102 10mg：CG102 10mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄ表APR10削除
APR CG 103 25mg:CG103 25mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄAPR25削除
APR CG 104 50mg:CG104 50mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄAPR50削除
APR KI 2146 APR:MECT KI-2146 裸錠 黄 有 ｱﾌﾟﾚｼﾞﾝ錠10 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 98中止
APSV AP399SV 糖衣錠 赤 無 ATP錠｢ｼﾝｶ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 進化製薬 代謝性製剤 9603中止
APSY AP･SY 軟ｶﾌﾟｾﾙ(球形) 淡桃透明 ｱﾎﾟﾃﾘﾝA ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 生晃栄養薬品 高脂血症治療剤 9905中止
APT Tw APT Tw.APT 裸錠 白 無 ｱｾﾞﾎﾟﾐｰﾙ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 東和薬品 動脈硬化用剤 93中止
APT 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾉﾎﾘﾝ錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 同仁医薬化工 ATP製剤 中止
APTECIN KC-245  KC-245 KC-245 150mg力

価:150mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 科研製薬 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾ
APZ 裸錠 白 無 ｱﾍﾟｾﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 0303中止 960705収載
AQ CH 裸錠 白～淡黄褐 有 ｱﾋﾟﾉﾗｸﾄﾝ錠50 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 9403中止 9304ﾋｰﾄ変更
AR CH-AR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱﾙﾃﾞｲﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 長生堂製薬 消炎鎮痛剤 0702中止
AR Tw AR Tw.AR 裸錠 白～淡黄白 無 ｱﾛﾘﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 東和薬品 高尿酸血症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾛﾘﾝ錠)
AR AR0.5:TKS252 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0204頃迄) 0110販

売元変更(旧:ﾅｶﾞｾ医薬
AR AR1.0:TKS253 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ﾅｶﾞｾ医薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0204頃迄)

AR 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾝ錠(2mg) 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

AR ARC3 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9708ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

AR ARE6 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9710ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

AR O.S A-50 AR-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
AR AR 50 Tu AR-50:Tu AR-50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾘｽﾒｯﾄ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 辰巳化学 高尿酸血症治療剤 101119収載
AR O.S A-100 AR-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
AR Tu-AR 100 Tu AR-100 裸錠 白 無 ｱﾘｽﾒｯﾄ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 辰巳化学 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾘｽﾒｯﾄ錠) 03
頃本体ｺｰﾄﾞ追加

AR 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄橙 ｱﾙﾃｽ ﾒﾘﾅﾐﾄﾞ 250mg 住友製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ吸収抑制剤 0006中止
AR AR 801:5 AR801 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢AR｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬-日本ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙ薬品
持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

旧品名(091001ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩
酸塩錠5｢NUP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬
品への承継に伴い

AR AR 802:10 AR802 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢AR｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬-日本ﾕﾆﾊﾞｰ
ｻﾙ薬品

持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

旧品名(091001ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩
酸塩錠10｢NUP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬
品への承継に伴い

ARA ARA141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾉｼﾝ錠｢ARA｣ ｲﾉｼﾝ 200mg ｱﾗｸｽ 細胞賦活剤 中止
ARA ARA211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ｢ARA｣ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ｱﾗｸｽ 解熱鎮痛消炎剤 中止
ARA ARA212 裸錠 白～淡黄 無 ﾒﾌｪﾅﾑ酸錠｢ARA｣ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ｱﾗｸｽ 解熱鎮痛消炎剤 中止
ARA ARA221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄｸｱﾚﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｱﾗｸｽ 消炎鎮痛剤 9501中止
ARA ARA231 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾄﾞﾘｰｽﾞ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｱﾗｸｽ 冠血管拡張剤 中止
ARA ARA251 裸錠 微黄～黄 無 ｺｰﾚｲ錠｢ARAX｣ ｱﾗｸｽ 末梢血管拡張剤 9501中止
ARB SI 裸錠 白 無 ｱﾙﾃﾙﾎﾞ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 中止(00以前) 960705収
ARC ARC3 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ARC ARC ARC 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｻﾝﾄﾞ 利尿剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 0006製造元･
本体･ﾋｰﾄ変更
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ARC ARE ARE 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｻﾝﾄﾞ 利尿剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 0006製造元･
本体･ﾋｰﾄ変更

ARE ARE6 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9710ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ARICEPT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤橙 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療 071221収載
ARICEPT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

ARICEPT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

ARICEPTD 裸錠（口腔内
崩壊）

淡赤 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

071221収載

ARICEPTD 裸錠（口腔内
崩壊）

黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

040625収載

ARICEPTD 裸錠（口腔内
崩壊）

白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

040625収載

ARM YT H1 YT-H1:YT-H1 ARM25 裸錠 白 有 ｱﾗﾓｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性ACE阻害降圧剤 0212中止 000707収載
ARN ARN-100 244 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾙｻﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 94中止
ART 糖衣錠 青緑 無 ｱﾒﾗﾝﾄ 全星薬品工業 消炎酵素製剤 9212中止
ART ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠1.25mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 1.25mg 第一三共 慢性心不全治療剤

に伴い，前:第一製薬)
021206収載

ART ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠2.5mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 2.5mg 第一三共 慢性心不全治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

ART ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠10mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 第一三共 持続性高血圧･狭心症治
療剤 慢性心不全治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

体割線追加，ｺｰﾄﾞ印刷→
刻印，ｻｲｽﾞ変更

ART ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠20mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 第一三共 高血圧･狭心症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
ARU ARU-20 糖衣錠 淡黄白 無 ｱﾙﾒｼﾞｽﾃﾝ錠20 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬 頭痛治療剤 9005中止
AS SW-AS 糖衣錠 白 無 ｱｽﾋﾟﾛﾝ 沢井製薬 ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9301中止
AS Tw AS

20mg
糖衣錠 白 無 ｱﾛｽﾄｰﾜ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 東和薬品 筋緊張性疾患治療剤

加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｱﾛｽﾄｰﾜ錠)

AS SY.AS 糖衣錠 白 無 複方ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩錠｢ﾄｰ
ﾜ｣

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 生晃栄養薬品 ｶﾘｳﾑ補給剤(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ欠
乏時)

9509中止 9107製造元変
更

AS AS5 AS5 5mg:AS5 5mg 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢SN｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 骨粗鬆症治療剤 090515収載

AS 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾐﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾓﾙﾌｧﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮咳剤<非麻薬> 0912ﾋｰﾄ表10mg削除等
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾐﾝ錠)

AS Tw:AS 50 Tw.AS50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽｸｰﾙ錠50 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 α β 遮断剤 920710収載
AS Tw:AS 100 Tw.AS100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽｸｰﾙ錠100 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 α β 遮断剤 920710収載
ASC SW ASC SW-ASC 裸錠 白 無 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸Ca錠

200mg｢ｻﾜｲ｣
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg(無水

物として)
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 060707収載

ASD 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤透明 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，ﾏ
ｲﾗﾝ製薬，辰巳化学

Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0704販売
会社社名変更(前:科薬)
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ASD 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤透明 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，ﾏ
ｲﾗﾝ製薬，辰巳化学

Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0704販売
会社社名変更(前:科薬)

ASD ASD 3 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

1005発売

ASG ASG 裸錠 灰褐～褐 有 ｱｽｹﾞﾝ錠 ｱｽｹﾞﾝ製薬 鎮咳剤 0811中止
ASN CH 裸錠 白 有 ｱｽﾄﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
長生堂製薬 筋緊張緩和剤 旧品名(090925ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ

錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 970711収載

ASN 131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 940708
収載

ASO Sc271 ASO10：10mg 裸錠 黄 有 ｱｿｻﾞｰﾄ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 高血圧治療剤 0811中止
ASO KI 1244 ASO:MECT KI-1244 裸錠 白 有 ｱｽｺﾀｰﾙ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ﾒｸﾄ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9110中止
ASP ASP5 裸錠 白 有 ｱｽﾊﾟﾐﾝ錠 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg 三和化学研究所 β 2刺激気管支拡張剤 9707中止
ASPIRIN MH 448 Aspirin 100mg MH448：

MH448
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg「ﾏｲ

ﾗﾝ」
ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 080201収載(商品名変

更，前:ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠
100mg「ﾒﾙｸ」)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

ASR TSU021 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾅｼﾛｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 鶴原製薬 α ，β 受容体遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(0810頃迄)，製造
販売元変更に伴い(新:日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)

ASS TF-ASS(内袋) 口腔内貼付剤 白/淡赤 ｱﾌﾀｼｰﾙ25μ ｇ ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ(外) 0.025mg 帝國製薬-大正富山医薬
品

ｱﾌﾀ性口内炎治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾀｼｰﾙS)

AST Tw AS
20mg

糖衣錠 白 無 ｱﾛｽﾄｰﾜ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 東和薬品 筋緊張性疾患治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｱﾛｽﾄｰﾜ錠)

AST AST30 DOJ 裸錠 橙 無 ｱﾄﾞｽﾁﾙAC錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 同仁医薬化工 血管強化止血剤 中止

AST 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ
変更

AT 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾐﾝS ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 長生堂製薬 鎮咳剤 旧品名(090925ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞ
ﾘﾝｸｴﾝ酸塩錠30mg｢CH｣
に変更)，旧ﾋｰﾄ

AT CG 505 AT:CG 505 裸錠 白 有 ｱﾝﾂｰﾗﾝ錠 ｽﾙﾌｨﾝﾋﾟﾗｿﾞﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

痛風治療剤 0107中止 9711ﾋｰﾄ裏変
更(AT削除)，商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

AT Tw AT Tw.AT 裸錠 白 有 ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東和薬品 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝ錠)

AT AT5 AT5 5mg 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢DK｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

大興製薬-日本ｹﾐﾌｧ 骨粗鬆症治療剤 090515収載

AT PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)

AT PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1105迄)

AT SW 083 SW-083 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL
錠10mg｢ｻﾜｲ｣に変更) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AT10)削

AT SW 084 SW-084 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL
錠20mg｢ｻﾜｲ｣に変更) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AT20)削

AT AT 21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠T50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 帝三製薬 β 遮断剤 0112中止 920710収載
AT PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)

AT PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

AT Tu AT-30 裸錠 淡黄 有 ｱﾑﾃﾚﾝ錠｢ﾀﾂﾐ｣30 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 辰巳化学 降圧利尿剤 9912中止
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AT PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9406まで)

AT PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和性心安
定剤

9805中止 9511PTP包装
のみ中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載

AT Tu AT-150 裸錠 淡橙 有 ｱﾘﾝﾀﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 辰巳化学 利尿降圧剤 9906中止
AT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾄﾗｷｼﾝ錠 ﾒﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 第一製薬 精神神経安定剤 9207中止
ATACKMIN 耳:ATACKMIN 裸錠 白 無 ｱﾀｯｸﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 丸石製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9211中止
ATAD KI 1413 ATA-D:MECT KI-1413 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/無透明 ｱﾀﾘｽD d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ﾒｸﾄ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9107中止
ATC ATC 裸錠 黄 有 ｱﾑﾎﾀｲｼﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 大洋薬品工業 消化管ｶﾝｼﾞﾀﾞ症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで)
ATC ATC ATC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾝﾀｰﾙ300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 持続性脳微小循環改善

剤
9909中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ変更

ATD 252 ATD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾝﾀﾞｰﾙ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 920710
収載

ATN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾑﾃﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 全星薬品工業 持続性抗炎症鎮痛剤 0104中止 900713収載
ATN ATN ATN 糖衣錠 白 無 ﾄﾚﾝﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 脳微小循環改善剤 9909中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ変更

ATN 252 ATN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉｰﾄ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 β 遮断剤 中止 920710収載
ATO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾋﾟﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 鎮咳･去痰剤 8907中止
ATO ATO:MECT KI-2143 糖衣錠 白 無 ｱﾄｻﾈｰﾙ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9409中止

ATOS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠75mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 0302製
造元変更 9705ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ATOS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0303迄） 0302製
造元社名変更 9705ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ

ATP Tw ATP Tw.ATP 糖衣錠 白 無 A･T･P腸溶錠｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 東和薬品 代謝性製剤
ATP Tu ATP-20 耳:ATP20mg 糖衣錠 赤 無 A.T.P.｢ﾀﾂﾐ｣腸溶錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 辰巳化学 代謝性製剤 96中止
ATP ATP20 Sc370：ATP 20mg 糖衣錠 赤 無 ATP錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg 三和化学研究所 内服用ATP製剤 0611中止 0212SP→PTP

9708ｺｰﾄﾞ追加(Sc370)
ATP 20mg HD-030:ATP 20mg 糖衣錠 橙 無 ATP錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ATP製剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:ATP腸
溶錠20mg｢NP｣) 0304社
名変更（前：菱山製薬）

ATP ATP-20 302 糖衣錠 赤 無 ATP錠20mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 9002中止 薬価削除
ATP 20mg HD-030:ATP 20mg 糖衣錠 橙 無 ATP腸溶錠20mg｢NP｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ATP製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ATP錠｢ﾋｼﾔ
ATP

ATP20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ATP腸溶錠20mg｢第一三

共｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 第一三共 ATP製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ATP腸溶錠”
第一”)

ATP PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

ATP PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9508
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

ATP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

ATP 303 ATP-30 303:ATP-30 303 糖衣錠 赤 無 ATP錠30mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

30mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 95本体ｺｰﾄﾞ化

ATP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

ATP PT 542 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9510
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109
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ATP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾗｯｸｽ-
P(50mg)) 0304社名変更
（統合に伴い）

ATP SW-245:SW-ATP 糖衣錠 赤 無 ATP錠｢ｻﾜｲ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 沢井製薬 代謝性製剤 9409中止
ATR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾄﾘﾌﾟﾀｰﾙ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 帝三製薬 情動調整剤 0011中止
ATR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾄﾘﾌﾟﾀｰﾙ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 帝三製薬 情動調整剤 0011中止
ATS ATS:MECT KI-2161 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤 ｱﾄｽﾃﾘﾝ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾒｸﾄ 高脂質血症改善剤 9112中止
ATSF 裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀSF錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾗﾝﾀ-SF錠)
ATSV AT AT212SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾊﾞｰﾚ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 進化製薬 β 遮断剤 9603中止 920710収載
ATT ATT005 DOJ 裸錠 黄 有 ｱﾄﾗﾝﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 同仁医薬化工 循環増強剤 中止
AU Tu AU-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾒﾄｼﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9312中止
AV 38AV 38AV 300mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力

価）
ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 0610販売元変更(前：ｱｽﾃ

ﾗｽ製薬) 0602ｺｰﾄﾞ変更，
小型化に伴い

AV 307AV
307AV 300

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄) 三共と
ﾋｰﾄ異なる 0504社名変
更(合併)

AV 307AV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 0512中止 031212収載

AVENTIS AJ3:2.5 AJ3 2.5mg
AJINOMOTO:AJ3 2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱｸﾄﾈﾙ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

味の素製薬-ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療剤 1004製造販売会社変更
(前:味の素)

AVG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｱﾎﾞﾋﾞｽｶﾌﾟｾﾙ25 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ 25mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消化管運動機能賦活剤 0304ﾋｰﾄ変更（25mg追
加） 0304大正富山医薬
品販売 9902ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

AVG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｱﾎﾞﾋﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ 50mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消化管運動機能賦活剤 0302ﾋｰﾄ変更（50mg追
加） 0304大正富山医薬
品販売 9902ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

AVL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 97ﾋｰﾄ

AVL AVL 110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 97ﾋｰﾄ変
更 900713収載

AVL AVL 109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
AVL AVL 110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
AVP AVP-25 237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠25 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9001中止 薬価削除
AVP AVP-50 238 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠50 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 8902中止 薬価削除
AX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

褐
ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
AX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
AX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
AX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

AX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

AXS SW-913 5:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾛﾆｸｽS-5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ5mg｢ｻﾜｲ｣に変更)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AXS5)
削除

AZ A Z 裸錠 白 有 ｱｺﾐｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

AZ SW-AZ 裸錠 淡青 有 ｱｽﾞﾚﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 沢井製薬 消炎剤 9301中止
AZ AZ 裸錠 微黄～黄 有 ｱﾃﾞﾗｼﾞｯﾄﾞ錠 ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 凍瘡治療剤 9712中止
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AZ AZ:1 AZ 1mg:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ錠｢ｲﾜｷ｣
1mg

塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 岩城製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1003中止 970314承認
9707頃販売

AZ AZ 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
AZ AZ 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
AZ AZ 125：2.5 AZ125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ Ca拮抗剤 0303本体ｺｰﾄﾞ，製造元変

更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

AZ AZ 126：5 AZ126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

Ca拮抗剤 0302製造元，ｺｰﾄﾞ変更，
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

AZE AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0208ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 9804ﾋｰﾄ変更 9407
収載

AZE AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾙｰﾌｧ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止(00以前) 960705収
AZE AZE 1mg:AZE 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9605本

載
AZE AZE:MECT KI-2168 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱｾﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒｸﾄ 高血圧･狭心症治療剤 98中止
AZF AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾙｰﾌｧ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止(00以前) 960705収
AZL AZL 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄白 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ･S1 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9912中止 970711収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
AZL AZL 裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9408本

体刻印 920206商品名変
更

AZL AZ 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
AZL AZ 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
AZT ZE 32 裸錠 白 有 ｱﾑｾﾞﾝﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 全星薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0806ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠

30mg｢ZE｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ

AZT AZT002 DOJ 裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾚﾝｿﾞﾙ錠 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 同仁医薬化工 胃炎･胃潰瘍治療剤
AZULENE SD 231 SD231 AZULENE-2 裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾚﾝ錠｢昭和｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 昭和薬品化工 炎症性胃疾患治療剤 9110中止
AZULENEG
ARGLE

2mg 裸錠 淡青 有 ｱｽﾞﾚﾝ錠含嗽用｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
(外)

2mg 藤本製薬 口腔･咽頭炎症疾患治療
剤

0408中止

AZUTOLEM TTS 112 TTS-112 1mg 裸錠 白 無 ｱｽﾞﾄﾚﾑ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 高田製薬 持続性心身安定剤 970711収載
AZUTOLEM TTS 113 TTS-113 2mg 裸錠 薄橙 有 ｱｽﾞﾄﾚﾑ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 高田製薬 持続性心身安定剤 970711収載
B NVR:F B NVR FB 裸錠 白～微黄白 有 ｴｸｱ錠50mg ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的DPP-4阻害薬[2

型糖尿病治療薬]
100416収載

B B 裸錠 白 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，
150mg

大洋薬品工業 解熱･鎮痛･消炎剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
330mg) 本体Bはβ の様

B 糖衣錠 白 無 ｱﾅｺﾘﾝ40 ﾖｳ化ｼﾞﾌｪﾆﾙﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉﾒ
ﾁﾙｼﾞｵｷｿﾗﾝ

40mg 富山化学工業 抗ｺﾘﾝ剤 9604中止

B B ISK 裸錠 白 無 ｲｽｷｱ錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱･鎮痛･消炎剤 0011中止 940708収載
B β 裸錠 白 無 ｲｽｷｱ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，

150mg
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｽｷｱ錠
B HF332B0 裸錠 白 無 ﾀﾛｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9503中止
B B BSM 裸錠 白 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠 大洋薬品工業 解熱･鎮痛･消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 96ﾋｰﾄ

変更 940708収載
B 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)

9706ﾋｰﾄ変更
B 1B：5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更
B HF217B2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾛﾅﾘｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 陽進堂 脳血流促進剤 9503中止
B HF114B2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾛﾊﾟﾅｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 陽進堂 消炎鎮痛剤 9409中止
B 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡桃赤/白 ｱｾｵｼﾘﾝ250ｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 長生堂製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0703中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ

追加 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

B HT3B 糖衣錠 白 無 ﾄﾞﾝｼﾞｬｽﾄB ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 堀田薬品合成 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
B B03:PT BRT0.75 B03 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
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B HF313B4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾛﾋﾞﾀｼﾞｬｽﾄ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9503中止
B PT B04 BRT1 B04 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
B TYK B-5 TYK283 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞｲﾆﾛｰﾄﾞ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗剤
B 1.5:PT B05 BRT1.5 B05 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9805中止
B 裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄)
B 2:PT B06 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
B HT7B 裸錠 黄 無 ﾄﾞﾝｼﾞｬｽﾄA錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 堀田薬品合成 消炎鎮痛剤 91中止
B 3:PT B07 BRT3 B07 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9805中止
B ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾟﾗﾝ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 富山化学工業 平滑筋攣縮緩解･微小循

環改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9705本
体印刷 9512ﾋｰﾄ裏商品
名記載

B TYK B-10 TYK284 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲﾆﾛｰﾄﾞ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗剤
B O.S B-10 O.S-B10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾊｲｽﾄ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血管拡張性降圧剤 9804中止
B Tw B10 Tw.VB6-P-10

耳:Tw.VB6-P-10
糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

B FN11B 糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃｰｽ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

B 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾈﾛﾛ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 抗めまい剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

B PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

B PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

B HT13B 裸錠 淡橙 無 ﾌｧﾓﾀｰ錠 堀田薬品合成 解熱鎮痛剤<小児用> 9912中止(0003鶴原製薬
へ承継) 960705収載

B HT 14B HT14B 裸錠 薄紅 有 ﾛｲﾏｼﾞｬｽﾄ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 堀田薬品合成 鎮痛･抗炎症･解熱剤 中止 990709収載
B HT 16B HT16B 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾝｼﾞｬｽﾄA-SRｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 堀田薬品合成 持続性鎮痛･抗炎症剤 99中止 980710収載
B C-22B 5 RES5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
B C-22B 20 RES20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
B C-22B 30 RES30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
B C-22B 20 C-22B・20：20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠20mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追

加等
B C-22B 30 C-22B・30：30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠30mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追

加等
B C-22B 5 C-22B・5：5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠5mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ記

載等
B B 25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 9511ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化
B B 25 FJ B25:2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして)
富士製薬工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠)
0111ﾋｰﾄ変更

B ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾛﾌ錠30mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg ﾏﾙｺ製薬 血圧降下剤 9305中止
B O.S B-30 O.S-B30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾊｲｽﾄ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血管拡張性降圧剤 9804中止
B Tw B30 Tw.VB6-P-30

耳:Tw.VB6-P-30
糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

B ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾝﾄｹﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg ﾏﾙｺ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9308中止
B 裸錠 橙黄 有 ｱｰﾂｪｰ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 血管強化･止血剤 0906製造販売元変更，合

併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)
B FN FN33B 裸錠 橙 無 ｹｰﾗｲﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ

ﾀﾞｳ)
血管強化･止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

B MD MD 33B 裸錠 橙 無 ｹｰﾗｲﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 血管強化･止血剤 9507中止 9201変更(社名
変更の為)

B ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ｲﾙｻﾞｲﾑ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消炎酵素剤 1102自为回収 0906製造
販売元社名変更，合併に
伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)
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B ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｾﾅﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製
剤

1012中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

B 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B配合錠 塩野義製薬 精神神経用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B)

B B 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

B NPI 114B NPI-114B 裸錠 薄紅 有 ｵｷﾐﾅｽ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｷﾐﾅｽ錠)

B RY-11.B.150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ･中外製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤
削除) 97ﾋｰﾄ変更
(MenSR150削除)

B B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

B B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾃﾞﾅｰﾙL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

B B201 糖衣錠 白 無 ｽﾞﾑｹﾙ50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東邦新薬 抗痙縮剤 中止 900713収載
B B202 糖衣錠 白 無 ｽﾞﾑｹﾙ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 東邦新薬 抗痙縮剤 中止 900713収載
B NPI:10 NPI-219B ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾝﾃｰﾙ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業 循環機能改善剤 9902中止 900713収載
B NPI 232B NPI-232B 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱｸｱﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 日本薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9902中止 960705収載
B NPI 239B NPI-239B 10：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛﾍﾞｰｽ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 消化管運動改善剤 0803日本ｹﾐﾌｧ中止 0703

日本薬品工業中止
B NPI 339B NPI-339B:100 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日本薬品工業-日本ｹﾐ

ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
抗血小板剤 1101ﾋｰﾄ表100削除等

B JK401 B 裸錠 淡橙 無 ｵｰｿ777-28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.75mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(8～14日分) 0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

B L B L BCL 2.5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 9511本
体変更

B L B L 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9802
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

B T B T 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0406
頃ﾋｰﾄ変更(表0.25mg削
除等) 0201ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

B Z B Z BZ 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ｳﾛﾘｰﾌﾟ錠50 ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 大洋薬品工業 高尿酸血症改善剤 9807収載 9807販売 ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

BA 裸錠 白 有 ｼｴﾘｿﾞﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9203中止
BA Tu-BA 001 Tu BA-001 裸錠 白～微黄白 有 ﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 ｼｵﾉｹﾐｶﾙのﾌﾙﾄﾗｰｽ錠

1mg(ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

BA Y BA25 Y-BA25 裸錠 白 有 ﾊﾞｲｶﾛﾝ錠25mg ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 田辺三菱製薬 降圧利尿剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｲｶﾛﾝ錠)

BA BA 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗血小板剤 0204本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
001124収載

BA HC198 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 900420
収載

BA HC 197:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 951201
収載

BA SW-403:SW-BA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾋﾞｵｱﾘｱﾝEｶﾌﾟｾﾙ 沢井製薬 消化酵素製剤 90中止
BAC 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ

ﾌﾟﾘﾑ
400mg，
80mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9504まで)

BAC PT B12 PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9509ﾋｰﾄ
裏商品名記載
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BAC PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BAC PT B13 PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載

BAC PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BACC ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで)

banyu 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

BANYU BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐｺｽ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 万有製薬 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU NMB 135 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 97ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU NMB 401 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 97ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU NMB 626 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 0006中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU NMB 633 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 0006中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU NMB 25 NMB25：25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾀﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0801中止 0302ﾋｰﾄ変更，
表BUNYU削除，NMB25
追加

BANYU NMB65 BANYU 裸錠(長円形) 白 有 ｴﾃﾞｸﾘﾙ錠 ｴﾀｸﾘﾝ酸 25mg 万有製薬 利尿剤 0303中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU NMB 53 BANYU 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞS錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ､ﾚｾﾙ
ﾋﾟﾝ

25mg､
0.125mg

万有製薬 血圧降下剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU NMB 42 NMB42：25mg 裸錠 桃 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞ錠25mg ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 万有製薬 降圧利尿剤 1001中止 0602ﾋｰﾄ変更
BANYU NMB 49 BANYU 裸錠 白 有 ﾀﾞﾗﾅｲﾄﾞ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 万有製薬 緑内障治療剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
BANYU NMB 41 0.5 NMB41：0.5 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg MSD 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)，製

造販売元変更に伴い(新:
日医工) 1010社名変更
(統合に伴い，前:万有製

BANYU NMB 23 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 97ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU NMB 45 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 97ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU BANYU 裸錠 淡橙紅 無 ﾊｲﾛﾝｸﾞ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 万有製薬 抗不安剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU NMB 429 BANYU 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈﾐﾄﾞ錠250 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ 250mg 万有製薬 痛風治療剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU NMB 62 BANYU：4 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 万有製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄） 97ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾍﾟﾝﾄﾚｯｸｽ錠萬有 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9911中止 9504ﾋｰﾄ裏記
BANYU NMB 647 NMB647 100 mg:100 mg 裸錠(楕円形) 薄青 有 ﾒﾈｼｯﾄ配合錠100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，

10mg(無水物
として)

MSD 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾈｼｯﾄ錠100)

BANYU NMB 654 NMB654 250 mg:250 mg 裸錠(楕円形) 薄青 有 ﾒﾈｼｯﾄ配合錠250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

MSD 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾈｼｯﾄ錠250)

BANYU MSD 726 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 万有製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0204迄) 0003ﾋｰﾄ
記号削除，表裏商品名記
載

BANYU MSD 14 MSD 14 2.5：2.5 2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE
阻害剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)
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BANYU BANYU 046 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾀｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 250mg 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
BANYU BANYU 057 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/茶 ﾍﾟﾝﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ萬有 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9911中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰﾄ
BANYU BANYU 207 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾞﾘｻｲ-TX(ﾃﾄﾚｯｸｽ)ｶﾌﾟｾ ﾒﾀﾘﾝ酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 万有製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 98中止
BANYU BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg(力

価)
ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

125mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 97中止 9604ﾋｰﾄ変更

BANYU BANYU 264 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｾﾄﾞﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg(力
価)

ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0012中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU BANYU 265 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｾﾄﾞﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500mg(力 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 500mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9712中止
BANYU MSD 712 MSD 712 5：5mg 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE

阻害剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

BANYU MSD 713 MSD 713 10：10 10mg 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE
阻害剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

BANYU MSD 726 MSD726:BANYU 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 万有製薬 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで) 9502
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 25mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090324
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25)

BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 50mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090324
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50)

BAPC BP 250 Tw.BAPC250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾍﾟﾙ錠250 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 95中止 920710収載
BAR MPI 130 MPI 130 50:BARNETIL 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠50 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用

剤
旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更

BAR MPI 131 MPI 131 100:BARNETIL
100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

旧ﾋｰﾄ 9708ﾋｰﾄ裏変更

BAR MPI 132 MPI 132 200:BARNETIL
200

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更

BAREON HC198 100:HC198 Bareon100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0207迄) 9702ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

BAREON HC 197:200 200:HC197 Bareon200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9701ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

BAS SW-BAS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾋﾞｵｱﾘS 沢井製薬 健胃消化剤 92中止
BAS ZE 91 ZE91 BAS:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｽﾃｨｰﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 全星薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0712商品名変更(前:ﾊﾞｽ

ﾃｨｰﾝ錠) 0307ﾋｰﾄ変更
BAYER 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ錠5mg ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ)
BAYER M 400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡灰赤 有 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg 塩酸ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ 400mg(ﾓｷｼﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 1007ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

BAYER 100 錠剤(口腔内崩
壊錠)

微黄～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 100528収載

BAYER 50 錠剤(口腔内崩
壊錠)

微黄～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 100528収載

BAYER 裸錠 白 有 ﾃﾙﾛﾝ錠0.5 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ 0.5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 選択的ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬
追加等) 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

BAYER RA50 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 060701
販売元変更(前:ﾊﾞｲｴﾙ薬
品)，ﾋｰﾄ変更 杏林製薬
のものとﾋｰﾄ異なる
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BAYER RA75 75:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ｺｰﾄﾞ(0808迄) 060701
販売元変更(前:ﾊﾞｲｴﾙ薬
品)，ﾋｰﾄ変更 杏林製薬
のものとﾋｰﾄ異なる

BAYER 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ錠5mg ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ)

BAYER 糖衣錠 薄橙 無 ｲﾝｼﾀﾞｰﾙ錠 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ﾒﾌﾞﾋﾄﾞﾛﾘﾝ 50mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9204中止
BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠 ｽﾙﾁｱﾑ 200mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 旧ﾃﾞｰﾀ，0110承継(共和

薬品工業へ)
BAYER B AYE R:L G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～橙帯白 有 ﾋﾞﾙﾄﾘｼﾄﾞ錠600mg ﾌﾟﾗｼﾞｶﾝﾃﾙ 600mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 吸虫駆除剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾙﾄﾘｼﾄﾞ錠)
割線3本

BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠 ｽﾙﾁｱﾑ 50mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 旧ﾃﾞｰﾀ，0110承継(共和
薬品工業へ)

BAYER 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ錠5mg ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ)

BAYER 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾀﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾗｰﾄ5)
0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）  900420収

BAYER 5mg:AstraZeneca
ZNC220-N5

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

BAYER LEVITRA 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠5mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

5mg（ﾊﾞﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載

BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0201ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），記号(BY
A10)削除等

BAYER 軟ｶﾌﾟｾﾙ(細長) 橙 ｱﾀﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾗｰﾄ) 0202
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘｸﾚｲﾝ錠10単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10単位 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 循環系作用酵素製剤 0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ） 010907収載
(規格表示変更)

BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
N10)削除 920529収載

BAYER 10mg:AstraZeneca
ZNC220-N10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

BAYER LEVITRA 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠10mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

10mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして）

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載

BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
A20)削除等

BAYER LEVITRA 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠20mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

20mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 070524承認

BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0610ﾋｰﾄ裏記

0301販売
BAYER G 100 裸錠(楕円形) 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製 食後過血糖改善剤 0805本体ｺｰﾄﾞ，剤型変更
BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更 裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
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BAYER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾈｸｻﾊﾞｰﾙ錠200mg ﾄｼﾙ酸ｿﾗﾌｪﾆﾌﾞ 200mg(ｿﾗﾌｪ
ﾆﾌﾞとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗悪性腫瘍剤/ｷﾅｰｾﾞ阻
害剤

080418収載

BAYER 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(91まで)
BAYER BAYER:AD 腟錠(細長) 白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
BAYER 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ-ﾊﾞｲｴﾙ薬

品
暗順応改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0207迄) 9905

ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
BAYER 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9604変

更
BAYER 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで) 92ﾋｰﾄ

変更
BAYER 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9603まで) 9508変

更
BAYER 裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙ ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 50mg， 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止
BAYER 裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙL ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰ

ﾙ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ
50mg，
50mg，50mg

吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止

BAYERAD BAYER:AD 腟錠(細長) 白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠100mg ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠)

BAYERAO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

帯赤灰 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載，記号(AO10)削除

BAYERAO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0512錠剤小型化 0108本
体色変更(前:微赤)，ﾋｰﾄ
変更，裏記号(AO20)削除

BAYERAO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤褐 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠40mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0906錠剤小型化 0108ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載，
記号(AO40)削除

BAYERCE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.1mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
BAYERCE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.3mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.3mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0108中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BAYERCE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.15mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
BAYERLU ﾄﾛｰﾁ剤 白～微黄白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞﾄﾛｰﾁ10mg ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 口腔ｶﾝｼﾞﾀﾞ症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞﾄﾛｰﾁ)
BBE 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｼﾎﾞﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 富山化学工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9804中止 9512ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
BBE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｼﾎﾞﾝ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 富山化学工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9804中止 9512ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
BBT Tw BBT Tw.BBT 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(0706迄)
BBT Tw.BBT200 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9310中止
BC BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

収載
BC BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0707迄) 9805

ﾋｰﾄ，製造元変更 9607収
載

BC BC 2 ORGANON BC2:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾋﾟﾆﾝ-Rｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ持効性製
剤

0607頃中止 0106ｺｰﾄﾞ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

BC Tu BC-10 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｾﾁﾛﾝ糖衣錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 辰巳化学 鎮痙剤 96中止
BC BRISTOL 221 BC 125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌﾞﾘｾﾌｶﾌﾟｾﾙ125 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
125mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9712中止

BC BRISTOL 222 BC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌﾞﾘｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)

BCC BCC300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ﾋﾞｵｴﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg ﾊﾞｲｵﾁﾊﾞ EPA製剤 0012中止 980710収載

BCL T A BCL 2.5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9511まで) 94本体
刻印 920710収載

BCL B L BCL 2.5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 9511本
体変更

BCT TROCHE･KY･06 BCT ﾄﾛｰﾁ 白 ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ･ﾄﾛｰﾁ ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ(外) 250単位 科薬 口腔用剤 0403中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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BCT SW 410 SW-410 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬 抗潰瘍･精神用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT50)
0212ﾋｰﾄ変更

BCT SW 399 SW-399 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT100)
0302ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ），100mg追加

BCT SW 398 SW-398 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT200)

BCT BCT250 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｵｺｰﾙ錠 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸 250mg 同仁医薬化工 利胆剤 中止
BD BD 裸錠 淡赤 無 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠0.5mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
作用持続性高血圧症治
療剤

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収載

BD BD 0.5mg：0.5mg BD 裸錠 淡赤 無 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠0.5mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 作用持続性高血圧症治
療剤

1003中止 0304ﾋｰﾄ変更

BDA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 0104本体
外形，剤形(旧:裸錠)変更

BDB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0210迄) 0104本体
外形，剤型(旧:裸錠)変更

BE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾝﾀ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｷｯｾｲ薬品工業 高血圧症治療剤 0308中止 02ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再

BE)削除，表裏品名商品
BE BE 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾝｼｸﾄﾞｰﾙ腸溶錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 長生堂製薬 脳動脈硬化症･脳出血後

遺症
9207中止

BE 裸錠 白 有 ﾍﾞﾗﾁﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 田辺三菱製薬 閉塞性気道疾患用剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾗﾁﾝ錠)

BE SW SW-126:SW-BE2 裸錠 白 無 ﾍﾞﾅﾘｰﾙ2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 沢井製薬 気管支拡張剤 92中止
BE HOE DHG:10 HOE DHG10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ10mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1007中止 0306ﾋｰﾄ表

10mg追加
BE HOE DHT:20 HOE DHT 20 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ20mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1008中止 0304ﾋｰﾄ表

20mg追加
BE Tu-BE 25 Tu BE-25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾚｱﾘﾝ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 辰巳化学 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0706中止 990709収載
BEECHAM Beecham AM-PC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｸﾗﾓｷｼﾙｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｽﾐｽｸﾗｲﾝﾋﾞｰﾁｬﾑ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止
BEECHAM Beecham MFI-PC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/褐 ﾌﾛｷｻﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ｽﾐｽｸﾗｲﾝﾋﾞｰﾁｬﾑ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止
BEL BEL:IC-450 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾙｸﾞﾌｫﾙﾑ 塩酸ｶﾙﾎﾞｸﾛﾒﾝ 75mg ｲｾｲ 虚血性心疾患治療剤 9306中止
BEN Sc 211 BEN10 裸錠 淡橙 有 ﾍﾞﾝｿﾞｷｼﾝ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 血圧降下剤 0003中止
BENZA 錠剤（カプレット

型）
白と淡黄の2
層

無 ﾍﾞﾝｻﾞAL 武田薬品工業 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸配合鼻炎用内
服薬

BER 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ/白 ﾍﾞﾘﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ 塩野義製薬 消化酵素剤 0903中止
BES 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾏｰｹﾞ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 宇治製薬 精神神経用剤 0104中止 920710収載
BES IC-620 BES IC-620 20mg:BES20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾎﾞｳｴｽｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤 0804中止
BEST 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾏｰｹﾞ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 宇治製薬 精神神経用剤 0104中止 920710収載
BESTFULL 耳:BESTFULL 糖衣錠 緑 無 ﾍﾞｽﾄﾌﾙ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 丸石製薬 非麻薬･持効性鎮咳剤 9207中止
BET BET0005 DOJ 裸錠 白 有 ﾍﾞｰﾀﾒｻ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 同仁医薬化工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 中止
BET Sc 103 Sc103 10mg  BET10：

10mg
裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠10mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 10mg 三和化学研究所 精神神経用剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠)，
0602本体ｺｰﾄﾞ記載
0306SP→PTPへ，10mg
追加 9706変更(Sc103追

BET Sc 104 Sc104  25mg BET25：
25mg

裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠25mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 25mg 三和化学研究所 精神神経用剤 0304SP→PTP 9707変更
(Sc104追加)

BET Sc 105 Sc105 50mg BET50：
50mg

裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠50mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 50mg 三和化学研究所 精神神経用剤 0306SP→PTP 9802ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

BEZALIP BM 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載（品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ100mg
錠)

BEZALIP BM 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載(品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠)
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BF O.S-B･F 糖衣錠 淡緑 無 ﾌﾞﾚﾒﾝF錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 4万単位 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎酵素剤 9501中止
BF WELLCOME B4F WELLCOME B4F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9711

ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名
BF BF 13 BF13 裸錠 白～わずか

に淡黄褐
無 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ錠剤 ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌 12mg ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ製薬-武田薬品

工業
ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌整腸剤 030704収載

BF BF31 BF31 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白～淡黄/
乳白～淡黄

ﾌﾟﾛﾊﾙﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ製薬 排尿障害改善剤 9911中止

BF BF218SV 糖衣錠 白 無 ｹﾞﾙﾊﾞｰﾂ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 進化製薬 脳血流障害改善剤 9603中止
BF BF 250 BF250 250:250 錠剤(ﾁｭｱﾌﾞﾙ

錠)
白～わずか
に黄味を帯び
た灰白

無 ﾎｽﾚﾉｰﾙﾁｭｱﾌﾞﾙ錠250mg 炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物 250mg(ﾗﾝﾀﾝ
として)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 高ﾘﾝ血症治療剤 1101化粧線削除

BF BF 500 BF500 500:500 錠剤(ﾁｭｱﾌﾞﾙ
錠)

白～わずか
に黄味を帯び
た灰白

無 ﾎｽﾚﾉｰﾙﾁｭｱﾌﾞﾙ錠500mg 炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物 500mg(ﾗﾝﾀﾝ
として)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 高ﾘﾝ血症治療剤 1101化粧線削除

BFC MM720 BFC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞﾌﾃﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ 森下ﾙｾﾙ 消化酵素剤 9207中止
BFR BF-R BF-R 裸錠 白～わずか

に淡黄褐
無 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝR錠 耐性乳酸菌 6mg ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ製薬-武田薬品

工業
耐性乳酸菌整腸剤 0204ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
BFSV BF218SV 糖衣錠 白 無 ｹﾞﾙﾊﾞｰﾂ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 進化製薬 脳血流障害改善剤 9603中止
BFZ BFZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾍﾞﾙﾌｧﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口用合成ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ

系抗生物質製剤
97中止

BG Tu-BG 030 Tu BG-030 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾞｰｹﾞﾝ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 辰巳化学 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

0706中止 940708収載

BH B H 裸錠 白～微黄白 有 ﾃﾙﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BH O.S BH O.S-BH 裸錠 白 無 ﾋﾞﾍﾙｽ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0907中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

BH B H 1mg:BH 1mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾃﾙﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg（ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして）

日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

中枢性筋弛緩剤 0211ﾋｰﾄ変更

BH BH222SV 裸錠 白 無 ﾁﾐｽﾃﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 進化製薬 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(9207まで)
BHSV BH222SV 裸錠 白 無 ﾁﾐｽﾃﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 進化製薬 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(9207まで)
BHSV BH223SV 裸錠 白 無 ﾁﾐｽﾃﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 進化製薬 気道粘液溶解剤 9603中止 9207変更
BHX BHX 裸錠 白 無 ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9408本

体刻印 9404ｴﾑｴﾌ製剤
から承継

BHX BHX 裸錠 白 無 ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 旧品名(080620ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼ
ﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

BIAC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 大正薬品工業-日本化薬 前立腺癌治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ耳ｺｰﾄﾞ削除

BIC Kw BIC KwBIC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 共和薬品工業 前立腺癌治療剤 090515収載
BID Slo-bid 100mg UPJOHN Slo-bid 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売

社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
BID Slo-bid 100mg Slo-bid 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100)
BID Slo-bid 200mg UPJOHN Slo-bid 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売

社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
BID Slo-bid 200mg Slo-bid 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200)
BIF H 裸錠 橙黄 無 ﾋﾞﾌﾛｷｼﾝ配合錠 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ､ﾘﾎﾞﾌﾗ

ﾋﾞﾝ
10mg，5mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ･ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸

塩 配合剤
1104販売元変更(前:鳥居
薬品) 090925収載(商品
名変更に伴い，前:強力ﾋﾞ
ﾌﾛｷｼﾝ錠)
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BIFUROXIN H 裸錠 橙黄 無 ﾋﾞﾌﾛｷｼﾝ配合錠 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ､ﾘﾎﾞﾌﾗ
ﾋﾞﾝ

10mg，5mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ･ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸
塩 配合剤

1104販売元変更(前:鳥居
薬品) 090925収載(商品
名変更に伴い，前:強力ﾋﾞ
ﾌﾛｷｼﾝ錠)

BIKUTEL NPI 217 NPI 217 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｸﾃｰﾙ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日本薬品工業-わかもと
製薬

循環機能改善剤 9904中止

BILOPTIN Biloptin SCHERING 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ﾋﾞﾛﾌﾟﾁﾝ ｲｵﾎﾟﾀﾞｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 経口胆嚢･胆管造影剤 9903中止
BIN BIN250 軟ｶﾌﾟｾﾙ 桃赤 ﾋﾞﾉｸﾞﾗｯｸ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 寿製薬 高脂質血症用剤 旧ﾋｰﾄ
BIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ錠｢ｳｼﾞ｣ ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 宇治製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 920710収載
BIN BIN500 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
桃赤 ﾋﾞﾉｸﾞﾗｯｸ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 寿製薬 高脂質血症用剤 0610中止

BINOGRAC BINOGRAC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 桃赤 ﾋﾞﾉｸﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ250mg ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 寿製薬 高脂質血症用剤 0909商品名変更(前:ﾋﾞﾉｸﾞ
ﾗｯｸ)

BIOTAB 裸錠 白～わずか
に黄褐

無 ﾋﾞｵｽﾘｰ錠 東亜薬品工業-東亜新
薬，鳥居薬品

整腸剤 旧ｺｰﾄﾞ(0712迄) 牛乳由
来成分含有

BJ 裸錠 白 有 ﾊﾞﾗﾐﾝ錠 ｴﾁﾅﾒｰﾄ 500mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 催眠剤 9103中止
BK Tw:BK

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾞﾁｷﾉﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 東和薬品 消化管運動調律剤

収載(商品名変更に伴
い，前:ﾌﾞﾁｷﾉﾝ錠)

BKT 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾀ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

塩野義製薬 合成抗菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｸﾀ錠)

BL BL 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾄﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 森下ﾙｾﾙ 解熱鎮痛消炎剤 9001中止
BL B L BCL 2.5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 9511本

体変更
BL B L 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9802

ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

BL Y BL5 Y-BL5 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞｲﾛﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 田辺三菱製薬 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

BL 糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠5mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0212販売中止 0108ﾋｰﾄ
裏商品名記載，記号

BL Y BL10 Y-BL10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲﾛﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 田辺三菱製薬 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

BL 糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠10mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 0109商品
名変更(旧:ﾊﾞﾗﾝｽ錠)

BL VIDEX:25 裸錠 微黄白～淡 無 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽ錠25 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0911中止
BL VIDEX:50 裸錠 微黄白～淡 無 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽ錠50 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 50mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0911中止
BL 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9708ﾋｰﾄ

変更
BL VIDEX:100 裸錠 微黄白～淡 無 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽ錠100 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0911中止
BL Tu BL Tu BL-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾞｰﾁﾛﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 辰巳化学 抗血小板剤 0706商品名変更(前:ﾋﾞｰﾁ

ﾛﾝ錠)
BLK 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 高血圧･頻脈用剤 00中止 99ﾋｰﾄ変更，表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
BLK MO350 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg 持田製薬 止血剤 9509中止

BLK MO351 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 持田製薬 止血剤 9509中止

BLKL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

BLKL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

BLO BLO20mg 裸錠 黄～橙黄 有 ﾊﾞｲﾗﾌﾞ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｲｾｲ 高脂質血症改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 旧品名，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612
迄)，商品名変更に伴い
(新:ﾊﾞｲﾗﾌﾞ錠20mg)

BLS MM702 BLS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾞﾙﾄﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 森下ﾙｾﾙ 解熱鎮痛消炎剤 9001中止
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BLT YT C6 YT-C6 0.5mg:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾞﾗﾝﾁﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東亜薬品-山之内製薬 精神安定剤 0212中止 0107ﾋｰﾄ変更
(裏BLT0.5削除等)
990709収載

BLT SW BLT 80 SW-BLT80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｻﾜｲ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 沢井製薬 前立腺癌治療剤 090515収載
BM BM 1 BM1

BZ100:Bezalip100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ100mg錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日本ﾛｼｭ 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9808会

社統合に伴い承継
950602収載

BM BM 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載（品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ100mg
錠)

BM BM 2 BM2 BZ200:Bezalip ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日本ﾛｼｭ 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9808会
社統合に伴い承継
941209収載

BM BM 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載(品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠)

BM 12 BM116SV 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ12mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 進化製薬 抗めまい剤 9403中止
BM 6 BM116SV 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 進化製薬 抗めまい剤 9603中止
BM B M:205 裸錠(長円形) 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.05mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.05mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→

中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 990709収
載

BM BM 210 BM210:BM210 Lp 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 日本ﾛｼｭ 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9808会
社統合に伴い承継

BM BM 210 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.1mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→
中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 010907収
載(商品名の変更 前:ﾗﾆﾗ
ﾋﾟｯﾄﾞ錠)

BM SW 263 SW-263 0.5:0.5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 沢井製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾒｻｿﾞﾝ錠)

BM BM 300 BM300 Eg･1.25 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 日本ﾛｼｭ 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9901まで) 9808会
社統合に伴い承継

BM BM 300 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 中外製薬 経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0601頃迄) 0310販
売変更（山之内→中外）
0210製造元変更（前：日
本ﾛｼｭ） 0202ﾋｰﾄ変更
9901ﾋｰﾄ変更

BM BM 300 BM300 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 中外製薬 経口血糖降下剤 0601頃ﾋｰﾄ変更
BM BM 302 BM302:BM302 Eg･2.5 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本ﾛｼｭ 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9808会

社統合に伴い承継
BM BM 302 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 中外製薬 経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0511頃迄) 0310販

売変更（山之内→中外）
0210製造元変更（前：日
本ﾛｼｭ） 0202ﾋｰﾄ変更
9812ﾋｰﾄ変更

BM BM 302 BM302 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 中外製薬 経口血糖降下剤 0511頃ﾋｰﾄ変更
BMD BMD1 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
淡黄白 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0803ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(富士ｶﾌﾟｾﾙより)
BMD BMD2 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
淡紅 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0803ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(富士ｶﾌﾟｾﾙより)
BMD BMD 5:1 BMD5 1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢

BMD｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

BMD BMD 6:2 BMD6 2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
BMD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

BMD BMD 7:4 BMD7 4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
BMD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

BMD BMD 8 BMD8 50mg 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢BMD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 食後過血糖改善剤 090515収載
BMD BMD 9 BMD9 100mg 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢BMD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 食後過血糖改善剤 090515収載
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BMD BMD 11:2.5 BMD11 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢BMD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

BMD BMD 12:5 BMD12 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢BMD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

BMD BMD 15 BMD15 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢BMD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

BMD BMD 16 BMD16 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢BMD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

BMD BMD 17 BMD17 1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢BMD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

BMD BMD 18 BMD18 3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢BMD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

BMD BMD 19 BMD19 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
BMD｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

BMD BMD 20 BMD20 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
BMD｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

BMD BMD 21 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ･高田製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い(前:富
士ｶﾌﾟｾﾙ)

BMD BMD 22 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ･高田製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い(前:富
士ｶﾌﾟｾﾙ)

BMD BMD 23 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ･高田製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い(前:富
士ｶﾌﾟｾﾙ)

BMD BMD 24 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い(前:富
士ｶﾌﾟｾﾙ)

BMJ 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
BMJ 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
BMN BUTAMIDE 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠250 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正

富山医薬品販売
BMN BUTAMIDE 0.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠500 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正

富山医薬品販売
BMR BMR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾍﾞﾙﾐﾄﾞﾘﾝ錠250 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 鐘正 合成抗菌剤 90中止
BMS BMS 125mg 6671 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽECｶﾌﾟｾﾙ125 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 125mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010309収載
BMS BMS 150mg 3624 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ150mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 150mg（ｱﾀｻﾞ

ﾅﾋﾞﾙとして）
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

BMS BMS 200mg 6672 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽECｶﾌﾟｾﾙ200 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 200mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010309収載
BMS BMS 200mg 3631 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ200mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 200mg（ｱﾀｻﾞ

ﾅﾋﾞﾙとして）
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

BMS BMS 303  BMS 303 BMS303 500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯青緑/帯紫
赤

ﾊｲﾄﾞﾚｱｶﾌﾟｾﾙ500mg ﾋﾄﾞﾛｷｼｶﾙﾊﾞﾐﾄﾞ 500mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 9506瓶->PTPに変更
920828収載

BMS BMS 304 25 BMS304 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞS25)

BMS BMS 305 50 BMS305 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞS50)

BMS BMS 306 100 BMS306 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞS100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 0006中止 940708収載

BMS BMS 371 PE 10 裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで) 910315
収載

BMS BMS 371 BMS371 10 裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0902迄)，製造販
売元変更に伴い(新:ｱﾙﾌ
ﾚｯｻﾌｧｰﾏ)

BMS BMS 372 BMS372 5 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0902迄)，製造販
売元変更に伴い(新:ｱﾙﾌ
ﾚｯｻﾌｧｰﾏ)
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BMS BMS 401 25 BMS401:BMS401
25mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 日本ｱｯﾌﾟｼﾞﾖﾝ 抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9311まで) 9305製
造販売元変更 910823収
載

BMS BMS 402 50 BMS402:BMS402
50mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 日本ｱｯﾌﾟｼﾞﾖﾝ 抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9311まで) 9305製
造販売元変更 910823収
載

BMS BMS:527 BMS527 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾌﾟﾘｾﾙ錠20mg ﾀﾞｻﾁﾆﾌﾞ水和物 20mg(ﾀﾞｻﾁﾆ
ﾌﾞとして)

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ
ｾﾞｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ

090313収載

BMS BMS:528 BMS528 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～微黄白 無 ｽﾌﾟﾘｾﾙ錠50mg ﾀﾞｻﾁﾆﾌﾞ水和物 50mg(ﾀﾞｻﾁﾆ
ﾌﾞとして)

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗悪性腫瘍剤 ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ
ｾﾞｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ

090313収載

BMS BMS 621 BMS621 80:80mg 裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ型) 微青 有 ｿﾀｺｰﾙ錠80mg 塩酸ｿﾀﾛｰﾙ 80mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 不整脈治療剤 0308ﾋｰﾄ変更 03ﾋｰﾄ変更
（表商品名削除等） 0108
ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ表裏商品
名記載 981127収載

BMS BMS 622 BMS622 40mg:40mg 裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ型) 微青 有 ｿﾀｺｰﾙ錠40mg 塩酸ｿﾀﾛｰﾙ 40mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 不整脈治療剤 0301ﾋｰﾄ変更 0104ﾋｰﾄ変
更，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
981127収載

BMS BMS:1611 BMS1611 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形)

白～微黄白 無 ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠0.5mg ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物 0.5mg(ｴﾝﾃｶ
ﾋﾞﾙとして)

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 060915収載

BMS BMS 1964 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/黄 ｾﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ15 ｻﾆﾙﾌﾞｼﾞﾝ 15mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 970725収載
BMS BMS 1965 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ｾﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ20 ｻﾆﾙﾌﾞｼﾞﾝ 20mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 970725収載
BMS BMS 150mg 3624 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ150mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 150mg（ｱﾀｻﾞ

ﾅﾋﾞﾙとして）
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

BMS BMS 200mg 3631 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ200mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 200mg（ｱﾀｻﾞ
ﾅﾋﾞﾙとして）

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

BMS BMS 125mg 6671 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽECｶﾌﾟｾﾙ125 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 125mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010309収載
BMS BMS 200mg 6672 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽECｶﾌﾟｾﾙ200 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 200mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010309収載
BMS BMS 150mg 3624 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ150mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 150mg（ｱﾀｻﾞ

ﾅﾋﾞﾙとして）
ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

BMS BMS 200mg 3631 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ200mg 硫酸ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ 200mg（ｱﾀｻﾞ
ﾅﾋﾞﾙとして）

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 031225収載

BMSV 12 BM116SV 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ12mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 進化製薬 抗めまい剤 9403中止
BMSV 6 BM116SV 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 進化製薬 抗めまい剤 9603中止
BMT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾊﾞﾛﾒﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺障害改善剤 0802中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ﾊﾞﾛ
ﾒﾀﾝ)，本体ｺｰﾄﾞ追加

BN O.S-BN 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾞﾛﾏﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 尿酸排泄薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

BN 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈﾗﾝ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
BN SW BN2 SW-BN2:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤､高血圧

症･狭心症治療剤
060707収載

BN SW BN4:4 SW-BN4:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤､高血圧
症･狭心症治療剤

060707収載

BN SW BN8:8 SW-BN8:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤､高
血圧症･狭心症治療剤

060707収載

BN SW 444 SW-444 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾌﾞﾚｼﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 沢井製薬 鎮痛・抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾚｼﾝ錠)

BNP BNP-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾎﾞﾅﾋﾟｺｰﾙ錠250 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 東洋新薬 化学療法剤 9103中止
BNPA BP 449-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾅﾋﾟｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812中止 0604ﾋｰﾄ表記

号(1)追加，ﾋｰﾄ裏記号変

0601社名変更(前:日本ﾍ
BNZ BNZ 裸錠 黄 有 ﾍﾞﾅﾝｼﾞｰﾙ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｲｾｲ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾅﾝｼﾞｰﾙ)
BO PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
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BO PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 9805中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9102変

BO SW-450 SW-BO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾎﾞﾅﾎﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 9409中止
BOB BOB-25 117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9603社

名変更
BOD IC 53 IC-53 BOD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝ錠50mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤・

精神活動改善剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0512ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，本体
ｺｰﾄﾞ追加，商品名変更に
伴い(前:ﾎﾞｲﾀﾞﾝ)

BOD IC-485 BOD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝ 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤・
精神活動改善剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

旧ｺｰﾄﾞ，0512商品名変更
(新:ﾎﾞｲﾀﾞﾝ錠50mg)に伴い

BOS BOS 裸錠 白 有 ﾎﾞｽﾗﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 94中止 920710収載
BP O.S BP O.S-BP 4mg：4mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気道粘液溶解剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠)
BP 裸錠 黄橙 無 ﾐｺﾝﾋﾞ配合錠BP ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁ

ｱｼﾞﾄﾞ
80mg，
12.5mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT1
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ/利尿薬合

1004本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(H8)
追加 090619収載

BP Tw:BP Tw.BP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾊﾞﾙﾌﾟﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
BP O.S BP O.S-BP 4mg：4mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気道粘液溶解剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠)
BP SW-105:SW-BP 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾀﾊﾟｰﾙ ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 9510中止
BP BP 250 Tw.BAPC250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾍﾟﾙ錠250 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 95中止 920710収載
BPA BP 449-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾅﾋﾟｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812中止 0604ﾋｰﾄ表記

号(1)追加，ﾋｰﾄ裏記号変

0601社名変更(前:日本ﾍ
BPN CD BPN 1mg 裸錠 白 無 ﾍﾞﾙﾋﾟｵｰﾈ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 緩下剤 9912中止 940708収載
BR Tw.BR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 東和薬品 酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ（03頃迄）
BR 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 藤沢薬品工業 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで)
BR O.S BR O.S-BR 15.0mg:15.0mg 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｰﾐｨ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 気道潤滑去痰剤 0904中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
BR n 648

648 2.5
裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本医薬品工業-吉富製

薬
経口血糖降下剤 0007中止 930909販売

BR MO 257 裸錠 黄 有 ﾋﾞｵﾚｲﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 持田製薬 代謝性強心剤 9511中止
BR BR 20 μ g DORNALIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

BR BR 40 μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)
030704収載

BR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 第一製薬 脳循環代謝改善剤 9911中止 97ﾋｰﾄ裏変更

記載(ｶﾀｶﾅ
BRA Sc277 BRA5：5mg 裸錠 橙 有 ﾌﾞﾗﾝﾁﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 三和化学研究所 昇圧剤 0603中止 0409ﾋｰﾄSP→

PTP
BRC Tw.BRC Tw.BRC 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾚｸﾙｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ

ﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療剤
0806商品名変更(前:ﾌﾞﾚｸ
ﾙｽｶﾌﾟｾﾙ)

BRISTOL BRISTOL 110 VS 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/卵色 ﾊﾞｰｻﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾍﾀｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9012中止
BRISTOL BRISTOL 221 BC 125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌﾞﾘｾﾌｶﾌﾟｾﾙ125 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
125mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9712中止

BRISTOL BRISTOL 222 BC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌﾞﾘｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)

BRISTOL BRISTOL 222 BRISTOL222 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌﾞﾘｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0006中止 9709ﾋｰﾄ裏変
更

BRISTOL BRISTOL 231 SF250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
BRISTOL BRISTOL 231  BRISTOL

231
BRISTOL231 250mg：
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 経口用合成ｾﾌｪﾑ系製剤 0707中止

BRISTOL BRISTOL 231  BRISTOL
231

BRISTOL231 250mg：
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 経口用合成ｾﾌｪﾑ系製剤 0707中止

BRISTOL BRISTOL 232 SF500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 500mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9710中止
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BRISTOL Bristol VP 331 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙 ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 9503中止
BRISTOL Bristol VP 332 軟ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤 ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 9503中止
BRISTOL Bristol VP 333 軟ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤 ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 9503中止
BROMOCRI
PTINE

SERONO Serocryptin
2.5mg Bromocriptine

裸錠 白 有 ｾﾛｸﾘﾌﾟﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｾﾛｰﾉｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0103中止

BRT B03:PT BRT0.75 B03 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
BRT PT B04 BRT1 B04 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
BRT 1.5:PT B05 BRT1.5 B05 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9805中止
BRT 3:PT B07 BRT3 B07 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9805中止
BRT 裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄)
BRUF 耳:BRU･F-100 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙｴﾌ錠-100｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 藤本製薬 解熱鎮痛消炎剤 9008中止
BS BS:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮痙剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠)
BS 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ

ﾌﾟﾘﾑ
400mg，
80mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9504まで)

BS 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9504
ﾋｰﾄ変更

BS BS 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

中外製薬 合成抗菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞBS追加

BS 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮痙剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 02ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9708
本体刻印

BS BS μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞｽﾄﾙﾅｰ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

BS Tw BS Tw.BS 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀｾﾚﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 東和薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ
配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀｾﾚﾐﾝ錠)

BS 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈｿﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.53mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 8905色変更
(旧:桃)

BS 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺｰﾄ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日清製薬 鎮痙剤 9508中止
BSC 糖衣錠 白 無 複合ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ､ｽ

ﾙﾋﾟﾘﾝ
10mg，
250mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮痙･鎮痛剤 9801中止 9502SP-
>PTP，製造元変更

BSM B BSM 裸錠 白 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠 大洋薬品工業 解熱･鎮痛･消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 96ﾋｰﾄ
変更 940708収載

BSN BSN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｽﾉﾘﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 寿製薬 抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄ
BSNF BSN-F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｽﾉﾘﾝF錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 寿製薬 抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄ
BSO 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｽｵﾆﾝ ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝ配合抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0208中止 9709ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

BST BS μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞｽﾄﾙﾅｰ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

BST 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵｾﾞｯｸｽ腸溶錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg わかもと製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9009中止
BT B T 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0406

頃ﾋｰﾄ変更(表0.25mg削
除等) 0201ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

BT SW-004:SW-BT 糖衣錠 黄 無 ﾊﾞｲﾁｱﾐﾝ錠 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9409中止
BT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠30mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療

剤
に伴い，前:第一製薬)

BT Y:BT 50 50mg:Y-BT50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾁｰﾙ錠50mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ｽﾙﾄﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

全星薬品工業-田辺三菱
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系抗精神病剤 100528収載

BT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠60mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 60mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療
剤

に伴い，前:第一製薬)
BT Y:BT 100 Y-BT100 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾁｰﾙ錠100mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0312ﾋｰﾄ変更
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BT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 高脂血症治療剤 0204ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

BT BT 112 100 BT112:BT112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
BT｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

BT Y:BT 200 Y-BT200 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾁｰﾙ錠200mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 04ﾋｰﾄ変更

BT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 高脂血症治療剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠）

BTL 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)
9706ﾋｰﾄ変更

BTL 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)
9706ﾋｰﾄ変更

BTLL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/極薄
黄褐

ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

0510中止 旧ﾋｰﾄ(0305迄)

BTM BTM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾙﾄﾒｼﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 鐘正 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9103中止
BTP BTP-5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠5 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 9501中止
BTP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9601

ﾋｰﾄ裏変更 94本体刻印
BTT Tw.BTT 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞｵﾄｰﾜ錠 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0211頃迄）
BU Tu-BU 200 Tu-BU 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾍﾞﾙﾙﾝ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg 辰巳化学 非酸性消炎･鎮痛剤 9912中止 940708収載
BUFFERIN DB 裸錠 白 無 ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，

150mg
ﾗｲｵﾝ-ｴｰｻﾞｲ 解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞﾌｧﾘﾝ330mg
錠)

BUFFERIN 耳:CHILDREN’S
BUFFERIN

裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞﾌｧﾘﾝ ﾗｲｵﾝ 小児用解熱鎮痛剤 0011中止 99商品名記
載，耳:CHILDREN’S
BUFFERIN削除

BUFFERIN BUFFERIN Combi.T.A81 裸錠 淡橙 無 ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg ﾗｲｵﾝ-ｴｰｻﾞｲ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾌｧﾘﾝ81mg
錠)，ﾋｰﾄ変更

BUFORUMA
IDO

BUFORUMAIDO 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌｫﾙﾏｲﾄﾞ 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ 50mg 長生堂製薬 糖尿病治療剤 9509中止

BUL BUL:KI-2201 腸溶性糖衣錠 黄 無 ﾌﾞﾚﾝﾀｲﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾒｸﾄ 微小循環改善剤 98中止
BUP TC 271:10 TC271 10mg:TC271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9703ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
BUP TC 272:20 TC272 20mg:TC272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 97ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
BUS BUS:h-250 10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾑ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痙剤 1003中止 0802社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾌﾞｽｺﾑ錠)

BUSCOPAN 糖衣錠 白 無 複合ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ､ｽ
ﾙﾋﾟﾘﾝ

10mg，
250mg

田辺製薬 鎮痙･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9502まで)

BUT Sc 101 BUT-100 SANKEN 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾚﾆﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 三和化学研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
BUT Sc 101 BUT100:Sc101 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾚﾆﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 三和化学研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0107中止 9704ﾋｰﾄ変更
BUTAMIDE BUTAMIDE 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠250 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正

富山医薬品販売
BUTAMIDE BUTAMIDE 0.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠500 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正

富山医薬品販売
BV BV:AC SCHERING 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾝﾄﾞﾛｸｰﾙ錠 酢酸ｼﾌﾟﾛﾃﾛﾝ 50mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 抗男性ﾎﾙﾓﾝ剤 0005中止 9602変更
BV SANDOZ:B V 裸錠 白～微黄白 有 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ薬品-三共 脳循環･代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
BV BV124SV 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾘﾄﾞﾐﾝ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 進化製薬 鎮痙剤 9603中止
BVSV BV124SV 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾘﾄﾞﾐﾝ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 進化製薬 鎮痙剤 9603中止
BX SEARLE：BX 裸錠 淡青 無 ｼﾝﾌｪｰｽﾞT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ

ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
0.5mg，
0.035mg

ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 経口避妊剤(1～7日，17
～21日分)

1004販売会社変更(前:ﾂ
ﾑﾗ) 薬価基準未収載

BX SEARLE：BX 裸錠 白 無 ｼﾝﾌｪｰｽﾞT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 経口避妊剤(8～16日分) 1004販売会社変更(前:ﾂ
ﾑﾗ) 薬価基準未収載
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BX SEARLE：BX 裸錠 淡青 無 ﾉﾘﾆｰﾙT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

科研製薬 経口避妊剤(1～7日，17
～21日分)

1007中止 0806商品名変
更(前:ﾉﾘﾆｰﾙT28) 0309本
体ｺｰﾄﾞBX追加

BX SEARLE：BX 裸錠 白～微黄白 無 ﾉﾘﾆｰﾙT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

科研製薬 経口避妊剤(8～16日分) 1007中止 0806商品名変
更(前:ﾉﾘﾆｰﾙT28) 0309本
体ｺｰﾄﾞBX追加

BX BX 5 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

BX BX 10 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

BX SW-621 SW-621 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾊﾞｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 子宮内膜症治療剤 0311中止 98～99ﾋｰﾄ裏
記号(SW-BX100)削除，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BXA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾊﾞｷｿｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性抗炎症･鎮痛剤 03頃ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BXA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾊﾞｷｿｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性抗炎症･鎮痛剤 0308ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BY CH 裸錠 白 有 ﾊﾞｲﾌﾙﾐﾝ錠 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 長生堂製薬 降圧利尿剤 9405中止
BYA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0201ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載（ｶﾀｶﾅ），記号(BY
A10)削除等

BYA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
A20)削除等

BYG 裸錠 白～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 931126収載

BYG 裸錠 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 食後過血糖改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧剤型
(0805迄) 0107ﾋｰﾄ変更

BYG G 100 裸錠(楕円形) 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製 食後過血糖改善剤 0805本体ｺｰﾄﾞ，剤型変更
BYKK BYKK 609 BYKK609 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ，ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸

ｶﾘｳﾑ
250mg，
125mg

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 複合抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0812迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠)

BYKK BYKK 610 BYKK610 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ，ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸
ｶﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 複合抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0903迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前：ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝS錠）

BYM M 400 BY M 400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡灰赤 有 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg 塩酸ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ 400mg(ﾓｷｼﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品-塩野義製薬 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)，販
売元変更に伴い(新:ﾊﾞｲｴ
ﾙ薬品) 051209収載

BYN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）  900420収

BYN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
N10)削除 920529収載

BZ CG 304 BZ:CG 304 BZ 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾀｿﾞﾘｼﾞﾝ錠｢100mg｣ ﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ ﾘｳﾏﾁ治療剤 9505中止
BZ BZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
BZ BZ5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
BZ BZ10 裸錠 薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
BZ M612 BZ-25 糖衣錠 黄緑 無 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 模範薬品研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎剤 8903中止
BZ B Z BZ 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ｳﾛﾘｰﾌﾟ錠50 ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 大洋薬品工業 高尿酸血症改善剤 9807収載 9807販売 ﾋｰﾄ

裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
BZ BM 1 BM1

BZ100:Bezalip100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ100mg錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日本ﾛｼｭ 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9808会

社統合に伴い承継
950602収載
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BZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東京田辺製薬 子宮内膜症，乳腺症治療
剤

9612中止 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠
100mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

BZ BM 2 BM2 BZ200:Bezalip ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日本ﾛｼｭ 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9808会
社統合に伴い承継
941209収載

BZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 東京田辺製薬 子宮内膜症治療剤 9702中止 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠
200mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

BZA KK 313 Y-BZA200 200mg:Y-
BZA200

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
KOBA｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林薬学工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

高脂血症治療剤 0012中止 980710収載

BZT JB 601 BZT1.25 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠ﾌﾞﾘｽﾄﾙ1.25 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 利尿降圧剤 9403中止
BZT JB 602 BZT2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
C NVR:C 錠剤 白～黄のま

だら
無 ｻｰﾃｨｶﾝ錠0.25mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ 0.25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 070316収載

C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬) 090515収

C C. C. 裸錠 白 無 ｶﾊﾞｻｰﾙ錠0.25mg ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ-ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0304製造社名変更（統合
に伴い） 0111ﾋｰﾄ表C.削
除 990813収載 ﾋｰﾄ表裏
商品名記載

C C 裸錠 淡橙 無 ﾆﾄｷﾞｽ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾄｷﾞｽ錠

C ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで)

C ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9507
ﾋｰﾄ変更

C C○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 灰褐 無 ﾏｲﾀｼﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 富士製薬工業 合成抗菌剤 9210中止

C C 裸錠 淡橙 無 小児用ｲｽｷｱ ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱･鎮痛剤 0011中止 960705収載
C KTB C-1 KTB-C1:CAG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶｸﾞﾀﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 寿製薬 止瀉剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｶｸﾞﾀﾞﾘﾝｶﾌﾟｾ
C 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0303迄) 9711ﾋｰﾄ

変更
C 1C:75μ ｇ 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.075mg->75

μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75)

C C 1 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701) 970711
収載 ﾋｰﾄ裏一般名記載

C PSK C01:0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

C 0.5:PT C01 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0812ﾋｰﾄ表CAR 0.5削除
0305ﾋｰﾄMG削除

C MS C01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗｽﾄ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.68mg 明治製菓 胃粘膜血流改善を为作
用とする胃潰瘍治療剤

0912中止

C C-1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｺﾊﾟﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

精神安定剤 9304本体ｺｰﾄﾞ化 920710
収載

C HF217C1 糖衣錠 赤 無 ﾀﾛﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 陽進堂 冠循環改善剤 9503中止
C C1 C1 80mg:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢SN｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 前立腺癌治療剤 090515収載
C TE C1:TE C1 1.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄白 有 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠1.25mg｢TE｣ ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ

ﾃﾗｽ製薬
心不全治療薬 081107収載

C YT C1 YT-C1:YT-C1 HEP0.75 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾛｰﾙ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 東亜薬品-山之内製薬 抗精神病剤 0212中止 990709収載
C C 2 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄)
C PSK C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
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C 1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

C HF313C2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄茶 無 ﾀﾛﾊﾟﾁﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9503中止
C TE C2:TE C2 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠2.5mg｢TE｣ ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ

ﾃﾗｽ製薬
心不全治療薬 081107収載

C YT C2 YT-C2:YT-C2 HEP3 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾛｰﾙ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 東亜薬品-山之内製薬 抗精神病剤 0212中止 990223承認
9907販売

C PSK C03:2 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

C 2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

C YT C3 YT-C3:YT-C3 SYP1 裸錠 白 有 ｻｲｺﾌﾟﾚﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 精神神経安定剤 0212中止 990709収載
C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｾｵｷｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 長生堂製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0901中止 0402本体ｺｰﾄﾞ
C FS C03 FS-C03 裸錠 淡緑 無 ｾﾙﾆﾙﾄﾝ錠 ｾﾙﾆﾁﾝﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ 63mg 東菱薬品工業-扶桑薬品

工業
前立腺疾患治療剤 0509製造販売元変更

0110ﾋｰﾄ変更(SP→
PTP)，裏ｶﾀｶﾅ記載 9607
本体刻印

C HT3C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ﾀﾗﾝｷｼﾞｬｽﾄ ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg 堀田薬品合成 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性精神神経剤 99中止
C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠 ｽﾙﾁｱﾑ 50mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 旧ﾃﾞｰﾀ，0110承継(共和

薬品工業へ)
C PSK C04:4 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
C 4:PT C04 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 4削除

0401ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

C YT C4 YT-C4:YT-C4 SYP3 裸錠 白 無 ｻｲｺﾌﾟﾚﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 東亜薬品-山之内製薬 精神神経安定剤 0212中止 990709収載
C SW C5:5 SW-C5 5mg:5 mg 裸錠 黄白 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙

型)
くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠5mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本

ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載

C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ｾｵﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 長生堂製薬 結核治療剤 0312中止 00ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

C TMX C5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾃｲ
ｺｸ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0912中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
070706収載

C JG C5 JG C5 5:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢JG｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
C 錠剤 淡黄 無 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠5ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤

元変更に伴い(前:第一三
共)

C MS C-06  MS C-06
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
明治｣

ｻｲｸﾛｾﾘﾝ 250mg 明治製菓 抗結核性抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ明治)

C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｧﾚｯｸｽRｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0012中止 9811ﾋｰﾄ変更
C YT C6 YT-C6 0.5mg:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾞﾗﾝﾁﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東亜薬品-山之内製薬 精神安定剤 0212中止 0107ﾋｰﾄ変更

(裏BLT0.5削除等)
990709収載

C C7 C7 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢DK｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 大興製薬-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺癌治療剤 090515収載
C JG C08 JG C08 25 糖衣錠 白～類白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg

｢JG｣
塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗めまい剤 101119収載

C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ｻｲｸﾛｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 長生堂製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9501中止 900713収載
C SW C10：10 SW-C10 10mg：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
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C C10 裸錠(口腔内速
溶錠)

白 無 ｸﾗﾘﾁﾝﾚﾃﾞｨﾀﾌﾞ錠10mg ﾛﾗﾀｼﾞﾝ 10mg MSD・塩野義製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ) 0908本体ｺｰﾄﾞ追

C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙
型)

くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠10mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 10mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載

C TMX C10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾃ
ｲｺｸ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0909中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
070706収載

C HT10C 糖衣錠 白 無 ｿﾗｷｵﾅｰﾄ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 堀田薬品合成 抗不安剤 99中止
C JG C10 JG C10 10:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢JG｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
C 錠剤 淡黄 有 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤

元変更に伴い(前:第一三
共)

C HT11C 糖衣錠 白 無 ｿﾗｷｵﾅｰﾄ20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 堀田薬品合成 抗不安剤 9307中止
C Tw.COB12C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ｺﾊﾞﾗｴｰｽC ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 92中止
C C-12C C-12C:5 裸錠 白 無 ﾄﾋﾟｶｲﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg 中外製薬 胃粘膜局所麻酔剤 0403中止 0210ﾋｰﾄ変更

0010ﾋｰﾄ変更(SP→PTP，
TK削除，表裏商品名記

C 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)
9706ﾋｰﾄ変更

C 12C:10mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更
C MS C-13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄

ﾍﾞｰｼﾞｭ
ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

C 裸錠 白 有 ｺﾝﾍﾞﾙﾐﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 眩暈治療剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

C R:25 HT13C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾘﾝｸﾞﾍﾞﾝ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 堀田薬品合成 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 950707収載
C 13C:0.25mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 020705収載
C MS C-14 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄

ﾍﾞｰｼﾞｭ
ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

C R:50 HT14C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾘﾝｸﾞﾍﾞﾝ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 堀田薬品合成 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 950707収載
C 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9806ﾋｰﾄ

変更
C 15C：150μ g 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠150μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.150mg->150

μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠)
0305ﾋｰﾄ変更

C FS C16 FS-C16 5mg：5mg 裸錠 白 無 ｺﾚﾘｯﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 扶桑薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

C FS C17 FS-C17 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ｺﾚﾘｯﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 扶桑薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

C JG C18 JG C18 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢JG｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

C JG C19 JG C19 200:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg｢JG｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

C SW C20：20 SW-C20 20mg：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
C NPI:C20 NPI-217E 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 940708収載
C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙

型)
くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠20mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 20mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本

ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載

C JG C21 JG C21 0.125:0.125 裸錠 白 無 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg｢JG｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
C FN FN21C 裸錠 白 有 ﾌﾅｿﾞｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ

ﾀﾞｳ)
低血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

C MD MD 21C 裸錠 白 有 ﾌﾅｿﾞｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 低血圧治療剤 9507中止 9201変更(社名
変更の為)
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C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾛｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800E.L.U ﾏﾙｺ製薬-日医工 血管代謝改善剤 0607中止 0311ヒート裏変
更

C JG C22 JG C22 0.25:0.25 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢JG｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
C C-23C 250：C-23C 250 裸錠 白 有 ｱﾙｻﾙﾐﾝ錠 ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ 250mg 中外製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 1003中止
C JG C23 JG C23 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢JG｣ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
C JG C24 JG C24 0.25:OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢

JG｣
ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤(口腔内崩壊

錠)
101119収載

C C-24C C-24C:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ 50mg 中外製薬 抗甲状腺剤 0612商品名変更(前:ﾌﾟﾛ
ﾊﾟｼﾞｰﾙ錠) 0210ﾋｰﾄ変
更，ｺｰﾄﾞ追加等

C 糖衣錠 白 無 ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 興和-興和創薬 消化性潰瘍･胃炎･慢性
肝疾患治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ
錠)

C C-31C C-31C 500:500 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞｾﾗﾝ錠500μ g 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg(ﾋﾄﾞﾛｷ
ｿｺﾊﾞﾗﾐﾝとし
て)

中外製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0903中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞｾﾗ
ﾝ錠)

C C38 C38 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾐｶﾞｽﾁﾝ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｹﾐｯｸｽ H2受容体拮抗剤 中止
C C 50 TTS-651 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｸｰﾍﾟﾗｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 高田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 900713収載
C 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9708ﾋｰﾄ

変更
C 52C：4mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道粘液溶解剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠)
C 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄)
C 61C: 25mg 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ
C C 100 TTS-652 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｸｰﾍﾟﾗｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 高田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 900713収載
C C 135 裸錠 橙 無 ｵｰｿ777-21錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ

ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-持田製薬 経口避妊剤 0704商品名変更(前:ｵｰｿ
777-21) 0504本体ｺｰﾄﾞ変
更(前：JK) ｵｰｿM-
21(0612ｺｰﾄﾞ変更分)と同

C C 135 裸錠 橙 無 ｵｰｿM-21錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-持田製薬 経口避妊剤(1～21日分) 0705商品名変更(前:ｵｰｿ
M-21) 0612ｺｰﾄﾞ変更 ｵｰ
ｿ777-21錠の橙色の錠剤
と同じｺｰﾄﾞ

C NPI:C NPI-217D 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 920710収載
C NPI 217C NPI-217C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/無透

明
ｻｲｺﾍﾞﾗﾝRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9704中止 920710収載

C NPI:20 NPI-219C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾝﾃｰﾙ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業 循環機能改善剤 9902中止 900713収載
C C-22B 20 C-22B・20：20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠20mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追

加等
C C-22B 30 C-22B・30：30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠30mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追

加等
C C-22B 5 C-22B・5：5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠5mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ記

載等
C RM 249C RM249C 50：50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ﾛｰﾏﾝ工業 循環調整剤 010907収載(規格表示変

更)
C IW 250 IW 耳:C250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｲﾜﾚｷｼﾝ錠250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 岩城製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 96中止
C C-39B 250 C-39B・250 250：250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾅｼﾞｪﾙ錠250mg 塩酸ｾﾍﾞﾗﾏｰ 250mg 中外製薬 高ﾘﾝ血症治療剤（ﾘﾝ結合

性ﾎﾟﾘﾏｰ）
030401収載

C C400 C400:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微黄白 有 ｼﾒﾕﾝｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ｹﾐｯｸｽ-竹島製薬 H2受容体拮抗剤 0207中止 940708収載

C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 日本新薬 前立腺癌治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

C JK401 C 裸錠 橙 無 ｵｰｿ777-28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(15～21日分) 0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認
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C C 535 裸錠 白 無 ｵｰｿ777-21錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-持田製薬 経口避妊剤 0704商品名変更(前:ｵｰｿ
777-21) 0504本体ｺｰﾄﾞ変
更(前：JK)

C C 735 裸錠 淡橙 無 ｵｰｿ777-21錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.75mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-持田製薬 経口避妊剤 0704商品名変更(前:ｵｰｿ
777-21) 0504本体ｺｰﾄﾞ変
更(前：JK)

C N C N CRN 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 9604本
体刻印 920710収載

C N C N 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，日医工

経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 040709収
載，品名変更に伴い（前：
ｸﾗｳﾅｰﾄ錠）

C. C. C. 裸錠 白 無 ｶﾊﾞｻｰﾙ錠0.25mg ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ-ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0304製造社名変更（統合
に伴い） 0111ﾋｰﾄ表C.削
除 990813収載 ﾋｰﾄ表裏
商品名記載

CA t 310
200mg

裸錠 白 無 ｱｽﾄｽCA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg 大洋薬品工業 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 0911中止 030704収載

CA TA 103 裸錠 白 無 ｱｽﾊﾟﾗ-CA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg(無水
物として)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

CA SW 698 SW-698 5：5mg 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾃﾛｰﾙ錠)
030398ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CA)削除

CA 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾄﾗﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬 Ca拮抗性降圧剤 0809中止
CA HLM Hoechst CA 裸錠 淡褐 無 ｶﾙﾆｹﾞﾝ錠 ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環調節剤 9502中止
CA Y CA:5 Y-CA5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠5mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 5mg 田辺三菱製薬 組織ACE阻害型降圧剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
CA Y CA:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠5mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 5mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
CA Y CA:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
CA Y CA:10 Y-CA10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg 田辺三菱製薬 組織ACE阻害型降圧剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変更
CA C-11A 2 C-11A・2：2 裸錠 白 有 ｿﾅｺﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0303ﾋｰﾄ変更，

表ｺｰﾄﾞ追加等 0012ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC2削

CA C-11A 3 C-11A・3：3 裸錠 黄緑 有 ｿﾅｺﾝ錠3 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0303ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ記載等 0009ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC3削

CA C-11A 5 C-11A・5：5 裸錠 黄 有 ｿﾅｺﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0210ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ記載等 0103ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC5削

CA C-14A 40 C-14A・40：40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌｪﾆｰﾙ錠40mg ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ 40mg 中外製薬 慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 0212ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 0103ﾋｰﾄ表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9707ﾋｰﾄ
記号(CAR40)削除

CA C-14A 80 C-14A・80：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌｪﾆｰﾙ錠80mg ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ 80mg 中外製薬 慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 0301ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加 0210
ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追加等
9706ﾋｰﾄ記号(CAR80)削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CA Y CA:20 Y-CA20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠20mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 20mg 田辺三菱製薬 組織ACE阻害型降圧剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

CA Y CA:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠20mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 20mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
CA C-21A 0.25:C-21A 0.25 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0206本体記号割線の両

側に 010907品名変更
(前:ｼﾞｺﾞｼﾝ錠）

CA C-24A C-24A 糖衣錠 白 無 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ 5mg 中外製薬 抗甲状腺剤 0612商品名変更(前:ﾒﾙｶ
ｿﾞｰﾙ錠) 0301ﾋｰﾄ表ｺｰﾄﾞ
追加 0110製造元変更
(前:ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ)
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CA C-31A 10 C-31A･10 10:10 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

CA C-31A 20 C-31A･20 20:20 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

CA C-31A 30 C-31A･30 30:30 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

CA C-39A 250 C-39A・250：250 裸錠 白 無 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
CA C-39A 500 C-39A・500：500 裸錠 白 有 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠500mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
CA C-61A C-61A：125 裸錠 白 有 ｸﾞｾﾙﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 中外製薬 白癬治療剤 0502中止
CA Ca 250 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸剤 0804中止 020705収載，

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
CA Tu CA･500 Tu CA･500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｸﾙﾛﾗｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢500｣ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 辰巳化学 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0708中止
CA Ca 500 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 制酸剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)

010706収載
CA 裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙL ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰ

ﾙ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ
50mg，
50mg，50mg

吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止

CAC YO CC1 CAC500:YO CC1 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸剤 旧商品名，旧ﾋｰﾄ(0107
CAD CG 118 CG 118 糖衣錠 白 無 ｶﾄﾞﾗｰﾙ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続型血管拡張降圧剤 0812中止 9805ﾋｰﾄ裏変

更(CAD5削除)
CAD CG 119 10mg:10mg CG119 糖衣錠 淡黄 無 ｶﾄﾞﾗｰﾙ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続型血管拡張降圧剤 0812中止 03頃ﾋｰﾄ変更，

表CAD10削除 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CAD10削除)

CAG KTB C-1 KTB-C1:CAG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶｸﾞﾀﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 寿製薬 止瀉剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｸﾞﾀﾞﾘﾝｶﾌﾟｾ

CAL CAL0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ･高田製薬，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧品名(080620ｶﾙｼﾀﾐﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ0.25μ ｇに変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CAL CAL0.25μ g:CAL0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9711中止
CAL 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 96ﾋｰﾄ

変更 900713収載
CAL CAL0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ･高田製薬，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧品名(0806ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾ

ﾙ0.5μ gに変更)，旧ﾋｰﾄ
CAL CAL0.5μ g:CAL0.5 COX 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9801中止
CAL 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ

変更 900713収載
CAL CAL1μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ･高田製薬，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧品名(0806ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾ

ﾙ1.0μ gに変更)，旧ﾋｰﾄ
CAL CAL1μ g:CAL1.0 COX 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9803中止
CAL 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ

変更 900713収載
CAL FY201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾅﾛｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 富士薬品 脳循環代謝改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ変更

(CAL削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

CAL KI 1156 CAL:MECT KI-1156 硬ｶﾌﾟｾﾙ 桃/白 ｶﾙｾﾞｷﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg ﾒｸﾄ 頭痛治療剤 9206中止
CAM KTB 41 KTB-41:CAM 0.25 裸錠 青 有 ｶﾑﾘﾄﾝ0.25mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 寿製薬 睡眠導入剤 920710収載
CAM CAM30:30mg 裸錠 橙 無 ｶﾐﾙﾏﾝ30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
30mg 全星薬品工業 血管強化･止血剤 0602中止 0303ﾋｰﾄ変更

CAM n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ

経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ

CANSELIN t 424
10

裸錠 淡黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

CANSELIN t 425
20

裸錠 薄橙黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

CAP CAP HT10H 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠HT12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 堀田薬品合成 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 中止 970711収載
CAP Sc210 Sc210 Sc210 CAR-CAP25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｶﾙﾅｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 0305ﾋｰﾄ変更 010907収

載(規格表示変更)
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CAR O.S-CAR 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾄﾏ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 虚血性心疾患治療剤 9310中止
CAR 裸錠 白 有 ｶﾙﾐﾗｰﾙ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 宇治製薬 骨格筋弛緩剤 0306中止 900713収載
CAR PSK C01:0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
CAR 0.5:PT C01 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0812ﾋｰﾄ表CAR 0.5削除

0305ﾋｰﾄMG削除
CAR PSK C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
CAR 1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除

0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

CAR PSK C03:2 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

CAR 2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

CAR PSK C04:4 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

CAR 4:PT C04 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 4削除
0401ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

CAR Sc 204 Sc204 CAR25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｸﾘﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 0207記号Sc204ﾋｰﾄ裏→
表 010907収載(規格表示
変更)

CAR C-14A 40 C-14A・40：40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌｪﾆｰﾙ錠40mg ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ 40mg 中外製薬 慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 0212ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 0103ﾋｰﾄ表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9707ﾋｰﾄ
記号(CAR40)削除

CAR Sc 209 Sc209 CAR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾙﾅｸﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 010907収載(商品名，規
格表示変更 前:ｶﾙﾅｸﾘﾝ
錠50IU)

CAR C-14A 80 C-14A・80：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌｪﾆｰﾙ錠80mg ﾛﾍﾞﾝｻﾞﾘｯﾄ二ﾅﾄﾘｳﾑ 80mg 中外製薬 慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 0301ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加 0210
ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追加等
9706ﾋｰﾄ記号(CAR80)削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CAR CAR:KI-2111 糖衣錠 淡紅 無 ｶﾙﾄﾞﾝ錠1号 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 心不全治療剤 98中止
CARBAZEM NPI-122 CARBAZEM 裸錠 白 無 ｶﾙﾊﾞｾﾞﾑ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 日本薬品工業 筋緊張性疼痛疾患治療 9507中止
CARCAP Sc210 Sc210 Sc210 CAR-CAP25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｶﾙﾅｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 0305ﾋｰﾄ変更 010907収

載(規格表示変更)
CASR CASR:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｼﾑﾃﾝR錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg 全星薬品工業 持効性高血圧治療剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

000707再収載(96薬価削
除)

CAT 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(旭化成) 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成 制酸剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載 960705収
載

CAT CAT-0.25μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ
ﾗｰ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

CAT CAT 0.5 糖衣錠 淡黄赤 無 ｶｰﾄﾘｯｸ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 三和化学研究所 血圧降下剤 9703中止
CAT CAT-0.5μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ

ﾗｰ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

CAT CAT-1.0μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ
ﾗｰ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

CAT KC-245  KC-245 KC-245 150mg力
価:150mg力価

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 科研製薬 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾ
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CAZ CHO 17 [ｼｰｴｲﾁｵｰ]CAZ 60:[ｼｰｴ
ｲﾁｵｰ]CAZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱｿﾞｾﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ﾏｲﾗﾝ製
薬

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

CB O.S-CB 10mg：10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｶﾙｼﾞｵﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0711中止
CB 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾄﾗﾝ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬 Ca拮抗性降圧剤 0809中止
CB Y CB1 1mg:Y-CB1 1mg 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0206中止 0110社名変更

950724承認 970728販売
CB Y CB1 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 全星薬品工業-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0209ﾋｰﾄ表1mg

CB1）削除 011225承継
(三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

CB C-22B 5 RES5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
CB C-22B 20 RES20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
CB C-22B 30 RES30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
CB C-22B 20 C-22B・20：20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠20mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追

加等
CB C-22B 30 C-22B・30：30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠30mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追

加等
CB C-22B 5 C-22B・5：5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠5mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ記

載等
CB C-39B 250 C-39B・250 250：250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾅｼﾞｪﾙ錠250mg 塩酸ｾﾍﾞﾗﾏｰ 250mg 中外製薬 高ﾘﾝ血症治療剤（ﾘﾝ結合

性ﾎﾟﾘﾏｰ）
030401収載

CB Tu CB･050 Tu CB･050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾁﾖﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 不整脈治療剤 920710収載
CB Tu CB･100 Tu CB･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾁﾖﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 不整脈治療剤 0606商品名変更(前:ﾁﾖﾊﾞ

ﾝｶﾌﾟｾﾙ)
CB SW-925 SW-925:SW-CB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 9510中止 940708収載
CBC KN CBC 10 裸錠 橙赤 有 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ錠10｢ｺﾊﾞﾔｼ｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 10mg 小林化工 止血剤 9204中止
CBF KC-285 CBF KC-285 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾍﾞﾝﾌﾗﾝ 塩酸ﾍﾞﾌﾉﾛｰﾙ 10mg 科研製薬 狭心症･不整脈治療剤 9202中止
CBNICHIZO Z240 Z240 耳:C･B-NICHIZO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾆﾁｿﾞｰ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 日本臓器製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9411中止
CBSM 裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

収載
CBSR KWP07 CBSR KWP-07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞｾﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬-科研製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9705中止 9604社名変更

900713収載
CBT Y CB1 Y-CB1 CBT:1mg 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 全星薬品工業-全星薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706中止 0208ﾋｰﾄ変更

011225承継（三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏより），ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

CBT PT 641 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ
ﾙとして)

ﾃｲｶ製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 広域駆虫剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(佐藤製薬へ) 03頃
ﾋｰﾄ変更

CBT CBT100 sato 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠100mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ
ﾙとして)

佐藤製薬 広域駆虫剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠)

CBT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 0004中止 99ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CBT CBT250 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾄﾞｰｼﾞﾝ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤
CBT CBT400 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ400mg ｼﾉｷｻｼﾝ 400mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 9403中止
CBZ 裸錠 淡赤 無 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ錠｢ﾛｰﾗｰ｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 血管強化･止血剤 8906中止
CBZ KW 161：CBZ 100 KW161 100:KW161

CBZ100
裸錠 白～微黄白 有 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ

ﾙ｣
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 共和薬品工業 抗てんかん剤･躁状態治

療剤
0505本体刻印CBZ100追
加，ﾋｰﾄ変更 010706収載

CBZ KW 162：CBZ 200 KW162 200:KW162
CBZ200

裸錠 白～微黄白 有 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤･躁状態治
療剤

0506本体刻印追加
(CBZ200） 010706収載

CC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｸﾅｰﾄ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

07頃ﾋｰﾄ変更

CC Y-CC0.25 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0012中止 940708収載

CC Y-CC0.5 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0103中止 940708収載

CC YO CC1 CAC500:YO CC1 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸剤 旧商品名，旧ﾋｰﾄ(0107
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CC YO CC1 YO CC1 500mg:YO CC1 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸剤 010706収載，商品名変更
に伴い(前:炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣)

CC YO CC2 YOCC2 250mg:YOCC2 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣250mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 吉田製薬 制酸剤 010706収載，裏商品名記
載

CC C-12C C-12C:5 裸錠 白 無 ﾄﾋﾟｶｲﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg 中外製薬 胃粘膜局所麻酔剤 0403中止 0210ﾋｰﾄ変更
0010ﾋｰﾄ変更(SP→PTP，
TK削除，表裏商品名記

CC C-23C 250：C-23C 250 裸錠 白 有 ｱﾙｻﾙﾐﾝ錠 ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ 250mg 中外製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 1003中止
CC C-24C C-24C:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ 50mg 中外製薬 抗甲状腺剤 0612商品名変更(前:ﾌﾟﾛ

ﾊﾟｼﾞｰﾙ錠) 0210ﾋｰﾄ変
更，ｺｰﾄﾞ追加等

CC CC-25:h-056 25mg 糖衣錠 橙赤 無 ｶﾙｺﾗ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾒﾙｸ製薬 冠循環改善剤 0712中止 0607社名変更
CC C-31C C-31C 500:500 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞｾﾗﾝ錠500μ g 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg(ﾋﾄﾞﾛｷ

ｿｺﾊﾞﾗﾐﾝとし
て)

中外製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0903中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞｾﾗ
ﾝ錠)

CC SW 174 SW-174 125mg：125mg 裸錠 白 無 ｺﾘｸｰﾙ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 沢井製薬 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｸｰﾙ) 0410
錠剤形状変更 0304ﾋｰﾄ
変更 00本体変更

CC SW 175 SW-175 250mg:250mg 裸錠 白 無 ｺﾘｸｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 沢井製薬 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｸｰﾙ錠250)
0208ﾋｰﾄ250mg追加
0005本体変更(175追加)

CCE 150 CHO CCE 150:CHO CCE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾｵﾄﾀｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 H2受容体拮抗薬 0902頃中止 010706追補

CCL CCL25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(橙ﾊﾞﾝ
ﾄﾞ)

ｶｾﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 全星薬品工業-全星薬品 循環障害治療剤

CCL ZE 08 CCL50 ZE08:50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｾﾙﾐﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 全星薬品工業 循環障害治療剤 0301ﾋｰﾄ変更 010907収
載(規格表示変更)

CCL Tw CCL250 Tw.CCL250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾘｶﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 940708収載
CCL CCL-500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 中止 900713収載
CCL CCL 648 CCL 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 大洋薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 900713

収載
CCL CCL 648 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 大洋薬品工業 経口ｾﾌｪﾑ系抗生物質製

剤
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9705ﾋｰﾄ変更 9007
収載

CCLA CCLA:25単位 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(橙ﾊﾞﾝ
ﾄﾞ)

ｶｾﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 全星薬品工業-全星薬品 循環障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CCR CCR 糖衣錠 白 無 ｾｼﾙﾚｰﾄ錠10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 東洋新薬 抗不安剤 8903中止
CD CD CD:IW 裸錠 薄橙 無 ｺﾌﾃﾞﾆﾝA錠 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 20mg 岩城製薬 鎮咳去痰剤 旧ﾋｰﾄ(01迄)
CD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｸﾅｰﾄ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更

CD CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0902迄)
CD CD BPN 1mg 裸錠 白 無 ﾍﾞﾙﾋﾟｵｰﾈ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 緩下剤 9912中止 940708収載
CD CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 96ﾋｰﾄ

変更 911206収載
CD KB CD2 CD2 裸錠 白 有 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗不安剤 0201中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
CD KB CD5 CD5 裸錠 黄 有 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 抗不安剤 9807中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
CD C-11D APD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡黄 ｱﾛﾋﾟｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 中外製薬 消炎鎮痛剤 9109中止 中外のｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ

錠(ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ，中止)と
同じｺｰﾄﾞ

CD C-11D APD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 中外製薬 消炎鎮痛剤 9104中止 中外のｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ(ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ，中
止)と同じｺｰﾄﾞ

CD 糖衣錠 白 無 ｶﾗﾄﾞﾘﾝｺｰﾜ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 興和新薬 循環不全治療剤 9911中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9602色
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CD CD CD 22.14mg:22.14mg 裸錠 淡橙 無 ｺﾌﾃﾞﾆﾝA錠 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 20mg(ｸｴﾝ酸
ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量)

大洋薬品工業 鎮咳去痰剤 0901販売休止 0712承継
(岩城製薬より)

CD SW-675 SW-675:SW-CD250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｧﾄﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9510中止 900713収載
CDC CDC 裸錠 白 無 ｶﾙｼﾞｸﾛﾒﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 筋緊張性疼痛疾患治療 94中止
CDL CDL:h-096 10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｺﾛｼﾞﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810中止 0802社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
CDL CL CL 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘﾌﾟｽ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

CDT Pfizer:CDT 051 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠4番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

CDT Pfizer:CDT 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（六角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠3番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

CDT Pfizer:CDT 251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠2番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

CDT Pfizer:CDT 255 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠1番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

CDX Tw CDX250  Tw CDX250 Tw.CDX250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾄﾞﾙｾﾌｧﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 900713収載
CE CE:D CE/D 1mg 裸錠 白～微黄 無 ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ錠1mg ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ 1mg 化研生薬 円形･粃糠性脱毛症，放

射線による白血球減尐症
0208ﾋｰﾄ変更(SP→
PTP)，ｺｰﾄﾞ記載，裏商品

CE CE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

帯黄白 ｾﾚﾌﾞﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東京田辺製薬 狭心症治療剤 0011中止

CE CH CE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｵｽﾀｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 長生堂製薬 脂質代謝改善剤 0809中止
CE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.1mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
CE GX CE2 GX CE2 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長楕

円形)
淡黄 ｱﾎﾞﾙﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ 0.5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5α 還元酵素阻害薬，前

立腺肥大症治療薬
090904収載

CE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾓﾌﾟｿｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0102中止 9808ﾋｰﾄ変更
940708収載

CE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.3mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.3mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CE GX CE5 GX CE5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(D形) 緑 無 ｱﾏｰｼﾞ錠2.5mg 塩酸ﾅﾗﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 2.5mg(ﾅﾗﾄﾘ
ﾌﾟﾀﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT1B/1D受容体作動
型片頭痛治療剤

080418収載

CE Tw CE TwCE 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙｺﾞﾁﾝS錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東和薬品 脳循環･代謝改善剤 旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾆｾﾙｺﾞﾘ
ﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣) 東和のｾ
ﾙｺﾞﾁﾝ錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ，中止)
とｺｰﾄﾞ同じ

CE Tw CE Tw CE 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙｺﾞﾁﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東和薬品 脳循環･代謝改善剤 9806中止 東和のｾﾙｺﾞﾁﾝ
S錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ)とｺｰﾄﾞ同じ

CE Tw CE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東和薬品 脳循環･代謝改善剤 東和のｾﾙｺﾞﾁﾝ錠(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

CE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.15mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
CE CE222 糖衣錠 白 無 ｽﾘｰﾀﾞｸﾆﾝ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 進化製薬 去痰･気道粘膜正常化剤 9603中止
CE SW-661 SW-661:SW-CE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾗｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 90中止

CEBR KC155 KC155 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･青帯1
本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 15mg 科研製薬･三和化学研究
所

排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ15)
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CEBR KC154 KC154 30mg:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･茶帯2
本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 30mg 科研製薬･三和化学研究
所

排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ30)

CEBR KC153 KC-153 45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･淡緑
帯3本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ45 ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 45mg 科研製薬 排尿障害改善剤･降圧剤 9812中止 9509ﾋｰﾄ変更

CED Tw.CED 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ｾﾑﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9109中止

CEL CEL 237 CEL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙｰﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 94中止 9305休止 920710
収載

CellCept CellCept 250 Roche 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡赤褐 ｾﾙｾﾌﾟﾄｶﾌﾟｾﾙ250 ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸ﾓﾌｪﾁﾙ 250mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 免疫抑制剤 991119収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CEMP KC-280 KC-280 KC-280 9000:9000 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･Pｶﾌﾟｾﾙ9000 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 9000単位 科研製薬 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･P)
0201ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

CEP KC-313 KC-313 KC-313:KC-313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌﾞﾝｲｰ･P配合ｶﾌﾟｾﾙ 科研製薬 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌﾞﾝｲｰ･Pｶﾌﾟ
ｾﾙ)

CET 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
CET 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
CEX Tw CEX250 Tw.CEX250 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/類白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ･C｢ﾄｰﾜ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗

生物質製剤
旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ｾﾌｧﾚｷ
ｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣)

CEX Tw CEX250
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/類白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質製剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌｧﾚｷｼﾝ･C｢

追加等)
CEXT Tw.CEXT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ錠250｢ﾄｰﾜ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 92中止
CF 1mg 裸錠 白 有 ｴﾊﾞﾐｰﾙ錠1.0 ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 睡眠導入剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0304ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CF CF:EV1.0 SCHERING 裸錠 白 有 ｴﾊﾞﾐｰﾙ錠1.0 ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9601ﾋｰﾄ
変更 900824収載

CF CF:IW 糖衣錠 橙 無 ｺﾌﾃﾞﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 岩城製薬 非麻薬性鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄)
CF CF 裸錠 白 無 ｺﾘﾝﾎｰﾙ錠2.5mg 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ 2.5mg 田辺三菱製薬 ﾁｵｷｻﾝﾃﾝ系薬剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾘﾝﾎｰﾙ錠)
CF CH2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｽﾌﾗﾝ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 長生堂製薬 解熱鎮痛消炎剤 0809中止
CF GX CF1 GX CF1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～微黄白 無 ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500 塩酸ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ 500mg(ﾊﾞﾗｼ

ｸﾛﾋﾞﾙとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000825収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
CF Y CF10 Y-CF10 10mg：Y-CF10

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾌｪｸﾄﾝ錠10mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）な

CF CF 15mg:15mg 糖衣錠 橙 無 ｺﾌﾃﾞﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 岩城製薬 非麻薬性鎮咳剤 0405中止 0304ﾋｰﾄ表裏
15mg追加，裏15mg追加

CF C-21F C-21F・2.5：2.5 裸錠 白 無 ｼｸﾞﾏｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 中外製薬 狭心症治療剤 0211ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 9707ﾋｰﾄ記号
(SIG2.5)削除，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

CF C-21F 5 C-21F・5:5 裸錠 白 有 ｼｸﾞﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 中外製薬 狭心症治療剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 9705ﾋｰﾄ記号(SIG5)
削除，裏商品名記載(ｶﾀｶ

CF Y CF25 Y-CF25 25mg：Y-CF25
25mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾌｪｸﾄﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）等

CF C-31F 5 FAD5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

黄 無 ﾌｧﾃﾞﾐﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

5mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0011中止

CF C-31F 15 FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

黄 無 ﾌｧﾃﾞﾐﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

15mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0011中止
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CF Y CF50 Y-CF50 50mg：50mg Y-
CF50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾌｪｸﾄﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）等

CF CF CF141SV 裸錠 淡黄 無 ﾄﾉﾁﾘﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 進化製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9603中止
CF TSU 188 TSU188 CF 裸錠 白～帯黄白 有 ｸﾘｰﾝﾌｧｲﾌﾞ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 鶴原製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0510中止 0012本体記号

追加
CF Tu CF･250 Tu CF･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌﾄﾞﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ｢250｣ ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 辰巳化学 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0012中止
CF SW-328 SW-CF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌﾗｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 92中止
CF CF 裸錠 淡黄 無 ﾄﾉﾁﾘﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 進化製薬-日本医薬品工

業
抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 92中止

CFC Tw.CFC 250mg:250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 0812商品名変更(前:ｸﾛﾌｨ
ﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣)

CFDN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
CFDN

CFDN
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，0402本体商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更
0310製造元社名変更

CFDN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1103ﾋｰﾄ変更
CFDN

CFDN
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1012迄)

CFDN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1012ﾋｰﾄ変更
CFIX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
CFIX

CFIX
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

CFIX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工
業

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

CFIX TW CFIX100 Tw.CFIX100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾｷｼﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0701中止 020705収載
CFIX CFIX 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ100 ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)

010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CFN SW CFN 50 SW-CFN50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

CFN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 911129
収載

CFN SW CFN 100 SW-CFN100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

CFN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 911129
収載

CFS CFS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌﾛｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9309中止 920710収載
CFSV CF CF141SV 裸錠 淡黄 無 ﾄﾉﾁﾘﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 進化製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9603中止
CFT SW-312 SW-312:SW-CFT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9301中止 900713収載
CG SW CG:1 SW-CG1:1 mg 裸錠(楕円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ｻﾜｲ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
CG SW CG:.25 SW-CG.25:0.25 mg 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
CG CG-30 糖衣錠 暗赤 無 ｸﾗﾃｸﾞｯﾄ錠 ｸﾗﾃｸﾞｽｴｷｽ 30mg 日本ｶﾞﾚﾝ 心機能改善剤 0212中止 9705ﾋｰﾄ記号

削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9501社名変更

CG CG-60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ｸﾗﾃｸﾞｯﾄ錠60mg ｸﾗﾃｸﾞｽｴｷｽ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-日本ｶﾞﾚﾝ 心機能改善剤 9511中止 9501社名変更
9212小玉製造(以前:三

CG CG 101 ISM:CG 101 裸錠 白 有 ｲｽﾒﾘﾝ錠 硫酸ｸﾞｱﾈﾁｼﾞﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

血圧降下剤 9912中止 9810ﾋｰﾄ裏変
更(ISM削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 102 10mg：CG102 10mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄ表APR10削除
CG CG 103 25mg:CG103 25mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄAPR25削除
CG CG 104 50mg:CG104 50mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 04頃ﾋｰﾄAPR50削除
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CG CG 105 SA:CG 105 糖衣錠 白 無 ｾﾙﾊﾟｼﾙ･ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ ﾚｾﾙﾋﾟﾝ､塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞ
ﾝ

0.1mg，10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

血圧降下剤 0110中止 9803ﾋｰﾄ裏変
更(SA削除)，商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 106 SAF:CG 106 糖衣錠 白 無 強力ｾﾙﾊﾟｼﾙ･ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ ﾚｾﾙﾋﾟﾝ､塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞ
ﾝ

0.1mg，25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

血圧降下剤 0110中止 9712ﾋｰﾄ裏変
更(SAF削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 107 CG107 糖衣錠 白 無 ｴｼﾄﾞﾗｲ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0803中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
表E3削除 9712ﾋｰﾄ裏変
更(E3削除)

CG CG 108 20mg:CG108 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗｻｺｰﾙ錠20mg 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ β -受容体遮断剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾄﾗｻｺｰﾙ錠）

CG CG 109 40mg:CG109 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗｻｺｰﾙ錠40mg 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ β -受容体遮断剤 040709収載，ﾋｰﾄ変更，
品名変更に伴い（前：ﾄﾗｻ
ｺｰﾙ錠）

CG CG 110 EDX:CG 110 裸錠 白 有 ｴｼﾄﾞﾚｯｸｽ錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

利尿･降圧剤 9804中止 9802ﾋｰﾄ裏変
更(EDX削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 111 NAV:CG 111 裸錠 白 有 ﾅﾋﾞﾄﾞﾚｯｸｽ錠 ｼｸﾛﾍﾟﾝﾁｱｼﾞﾄﾞ 0.25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

利尿･降圧剤 9912中止 9711ﾋｰﾄ裏変
更(NAV削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 112 SER0.1:CG 112 SER0.1 裸錠 白 無 ｾﾙﾊﾟｼﾙ錠0.1mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 血圧降下剤 9507中止
CG CG 113 SER0.25:CG 113 SER0.25 裸錠 白 有 ｾﾙﾊﾟｼﾙ錠0.25mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 血圧降下剤 9509中止
CG CG 114 HYG50:CG 114 HYG50 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢50mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 50mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
持続性利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで)

CG CG 114 HGT:CG 114 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢50mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 50mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

持続性利尿･降圧剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9804ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

CG CG 114 50mg：50mg CG114 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢50mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性利尿･降圧剤 0812中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
HGT削除等

CG CG 115 HYG100:CG 115 HYG100 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢100mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 利尿･降圧剤 9206中止
CG CG 116 LOP20:CG 116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9712ﾋｰﾄ

裏変更(LOP20削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 116 20mg：20mg CG116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 03頃ﾋｰﾄ変更，表LOP20
削除等

CG CG 117 LOP40:CG 117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9801ﾋｰﾄ
裏変更(LOP40削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 117 40mg：40mg CG117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 03頃ﾋｰﾄ変更，表LOP40
削除等

CG CG 118 CG 118 糖衣錠 白 無 ｶﾄﾞﾗｰﾙ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続型血管拡張降圧剤 0812中止 9805ﾋｰﾄ裏変
更(CAD5削除)

CG CG 119 10mg:10mg CG119 糖衣錠 淡黄 無 ｶﾄﾞﾗｰﾙ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続型血管拡張降圧剤 0812中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
表CAD10削除 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CAD10削除)

CG CG 121 LOP SR:CG 121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 有 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSR錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

徐放性降圧剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9801ﾋｰﾄ
裏変更(LOP SR削除)，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 121 120mg：120mg CG１２１ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 有 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSR錠120mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性降圧剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSR

CG CG 122 CIB2.5:CG 122 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠2.5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CIB2.5削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 122 2.5mg：2.5mg CG122 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠2.5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

03頃ﾋｰﾄ変更，表CIB2.5
削除等

CG CG 123 CIB5:CG 123 裸錠 白 有 ﾁﾊﾞｾﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CIB5削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9510割線
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CG CG 123 5mg：5mg CG123 裸錠 白 有 ﾁﾊﾞｾﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

03頃ﾋｰﾄ変更，表CIB5削
除等

CG MH 599 MH599 5：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

CG CG 124 CIB10:CG 124 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9710ﾋｰﾄ
裏変更(CIB10削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 125 SPD2.5:CG 125 SPD2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｷｯｾｲ薬
品工業

Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 950317
収載

CG CG 125 CG125:CG 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ（0303迄） 9804ﾋｰ
ﾄ変更，表商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

CG CG 126 SPD5:CG 126 SPD5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｷｯｾｲ薬
品工業

Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 950317
収載

CG CG 126 CG126:CG 126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ（0302迄） 9804ﾋｰ
ﾄ変更，表商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

CG CG 202 裸錠 白 有 ﾘﾀﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 中枢神経刺激剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾀﾘﾝ錠｢ﾁﾊﾞ｣)

CG CG:203 LUD10:CG 203 LUD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 8904色変
更(前:淡橙)

CG CG:203 10mg：CG203 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 四環系抗うつ剤 0305ﾋｰﾄ変更
CG CG:204 LUD25:CG 204 LUD25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 8904色変

更(前:橙)
CG CG:204 25mg：CG204 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 四環系抗うつ剤 0306ﾋｰﾄ変更
CG CG:205 LUD50:CG 205 LUD50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 暗橙 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 四環系抗うつ剤 1104中止
CG CG 207 ANF10:CG 207 ANF10 糖衣錠(三角

形)
白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄）

CG CG 207 10mg:CG207 10mg 糖衣錠(三角
形)

白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0212ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

CG CG 208 ANF25:CG 208 ANF25 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄）

CG CG 208 25mg:CG208 25mg 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0212ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

CG CG 209 TOF10:CG 209 TOF10 糖衣錠(三角
形)

灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0211迄)

CG CG 209 NOVARTIS
10mg:NOVARTIS CG209
10mg

糖衣錠(三角
形)

灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1008迄)，販売元
変更に伴い(新:ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ) 0211ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

CG CG 210 TOF25:CG 210 TOF25 糖衣錠 灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄) 0110本
体印字色変更(白→黒)

CG CG 210 NOVARTIS
25mg:NOVARTIS CG210
25mg

糖衣錠 灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1008迄)，販売元
変更に伴い(新:ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ) 0212ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

CG CG 211 50mg：50mg CG 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠50mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤･抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ

0208ﾋｰﾄ変更 9712ﾋｰﾄ裏
変更(SYM50削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 212 100mg：100mg CG 212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療､抗A型ｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0210ﾋｰﾄ変更 9712ﾋｰﾄ裏
変更(SYM100削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 213 TEG100:CG 213 TEG100 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

旧ﾋｰﾄ(0209迄) 920710収
載
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CG CG 213 100mg：100mg CG 213 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更 0209ﾋｰﾄ変
更

CG CG 214 TEG:CG 214 TEG 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ てんかん･躁状態治療剤 9303中止
CG CG 214 TEG200:CG 214 TEG200 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

旧ﾋｰﾄ(0208迄) 920710収
載

CG CG 214 200mg：200mg CG 214 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

0208ﾋｰﾄ変更

CG CG 215 LIO5:CG 215 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9802ﾋｰﾄ
裏変更(LIO5削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 215 5mg：5mg CG215 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗痙縮剤 03頃ﾋｰﾄ変更，表LIO5削
除等

CG CG 216 LIO10:CG 216 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9803ﾋｰﾄ
裏変更(LIO10削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 216 10mg：10mg CG216 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗痙縮剤 03頃ﾋｰﾄ変更，表LIO10
削除等

CG Tu CG･250 Tu CG･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/ｸﾘｰﾑ ｺﾒｽｹﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 辰巳化学 末梢性神経障害改善剤 9906中止
CG CG 301 25mg：25mg CG301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠)
CG CG 304 BZ:CG 304 BZ 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾀｿﾞﾘｼﾞﾝ錠｢100mg｣ ﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ ﾘｳﾏﾁ治療剤 9505中止
CG CG305  CG305 VOL SR 37.5mg：

SR37.5mg CG 305
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 同仁医薬化工-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
徐放性鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟ
ｾﾙ)

CG CG 401 0.5mg:CG401 0.5mg ﾄﾛｰﾁ 白 無 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 口内殺菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0906迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
大洋薬品工業) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾗﾄﾞｰﾙ口中錠)

CG CG 402 0.5mg:CG402 0.5mg ﾄﾛｰﾁ 淡紅 有 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 口内殺菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0906迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
大洋薬品工業) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾗﾄﾞｰﾙS口中錠)

CG CG 403 RIM:CG 403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/赤褐 ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0004迄)

CG CG 404 OSC:CG 404 OSC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾗｽﾎﾟｱｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9604中止
CG Tu-CG 500 Tu CG-500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 ｺﾒｽｹﾞﾝ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 辰巳化学・日本ﾌｧｰﾏﾌﾟﾛ

ﾓｰｼｮﾝ
末梢性神経障害改善剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾒｽｹﾞﾝ錠)
CG CG 501 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
微帯黄白～
淡黄

ﾒﾄﾋﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾁﾗﾎﾟﾝ 250mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 下垂体ACTH分泌機能検
査薬

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾄﾋﾟﾛﾝ)

CG CG 503 SLF:CG 503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯緑白 無 ｽﾛｰﾌｨｰ 乾燥硫酸鉄 160mg(鉄とし
て50mg)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性鉄剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄) 9711ﾋｰﾄ
裏変更(SLF削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9407色変

CG CG 503 50mg:CG503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯緑白 無 ｽﾛｰﾌｨｰ錠50mg 乾燥硫酸鉄 50mg(鉄とし
て)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性鉄剤 1012中止

CG CG 504 SLK:CG 504 糖衣錠 白 無 ｽﾛｰｹｰ 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg(ｶﾘｳﾑ
として8mEq)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性ｶﾘｳﾑ剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更(SLK削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 504 600mg：600mg CG504 糖衣錠 白 無 ｽﾛｰｹｰ錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg(ｶﾘｳﾑ
として8mEq)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性ｶﾘｳﾑ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾛｰｹｰ) 03頃
ﾋｰﾄ変更，表SLK削除等

CG CG 505 AT:CG 505 裸錠 白 有 ｱﾝﾂｰﾗﾝ錠 ｽﾙﾌｨﾝﾋﾟﾗｿﾞﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

痛風治療剤 0107中止 9711ﾋｰﾄ裏変
更(AT削除)，商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

CG CG 506 AFE1:CG 506 AFE1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 灰赤 無 ｱﾌｪﾏ錠1mg 塩酸ﾌｧﾄﾞﾛｿﾞｰﾙ水和
物

1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

旧ﾋｰﾄ（0304頃迄）
950825収載
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CG CG 506 1mg：CG506 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 灰赤 無 ｱﾌｪﾏ錠1mg 塩酸ﾌｧﾄﾞﾛｿﾞｰﾙ水和
物

1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

0712中止 0304頃ﾋｰﾄ変
更 950825収載

CG/FV CG:FV CG/FV：2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤黄 無 ﾌｪﾏｰﾗ錠2.5mg ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

060428収載 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏのものとﾋｰﾄ異なる

CGFV CG:FV 2.5mg:CG FV 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤黄 無 ﾌｪﾏｰﾗ錠2.5mg ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

060428収載 中外製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

CGFV CG:FV CG/FV：2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤黄 無 ﾌｪﾏｰﾗ錠2.5mg ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤/閉経後
乳癌治療剤

060428収載 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏのものとﾋｰﾄ異なる

CGR IM 2 裸錠 白 無 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

CGR IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

CGR IM 4 裸錠 白 有 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

CGR IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

CH NVR:CH 錠剤 白～黄のま
だら

無 ｻｰﾃｨｶﾝ錠0.5mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 070316収載

CH CH CH 1 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

筋緊張緩和剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾈﾘﾝ錠
1mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH CH 裸錠 白 有 ｱｽﾄﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)

長生堂製薬 筋緊張緩和剤 旧品名(090925ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ
錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 970711収載

CH CH APL-25 裸錠 淡黄褐 有 ｱﾋﾟﾉﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
CH CH APL-50 裸錠 白～淡黄褐 有 ｱﾋﾟﾉﾗｸﾄﾝ錠50 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
CH CH 裸錠 白 有 ｳｷｻﾓｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 長生堂製薬 脂質代謝異常･末梢血行

障害改善剤
9505中止 9108ﾋｰﾄ
(USM-200)削除

CH CH EMI 100 裸錠 白 有 ｴﾐﾝ ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 長生堂製薬 消化性潰瘍･胃炎治療剤 9510中止
CH CH 裸錠 白 有 ｸﾛﾙﾏｲﾄﾞ ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg 長生堂製薬 糖尿病治療剤 9004中止
CH 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｺﾚﾅｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 山之内製薬 抗高脂血症剤 9803中止
CH CH CH 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠｢CH50｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 長生堂製薬 脳血流障害改善剤 9109中止
CH CH 裸錠 白 有 ﾀﾞﾙﾀﾞﾉﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 長生堂製薬 血圧降下剤 0704中止
CH CH 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞﾙﾀﾞﾉﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 長生堂製薬 血圧降下剤 0704中止
CH CH 裸錠 白 有 ﾁｵﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 長生堂製薬 催眠鎮静剤 9005中止
CH CH 裸錠 黄 有 ﾁｵﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 長生堂製薬 催眠鎮静剤 9005中止
CH CH 裸錠 白 有 ﾁﾐﾛｰｾﾞ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 長生堂製薬 低血圧治療剤 9312中止
CH CH 裸錠 黄 有 ﾁﾐﾛｰｾﾞ錠10 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 10mg 長生堂製薬 低血圧治療剤 9312中止
CH CH 裸錠 黄 有 ﾁﾐﾛｰｾﾞ錠10 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 10mg 長生堂製薬 低血圧治療剤 9312中止
CH CH 裸錠 白 有 ﾈｵﾋｽﾀ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9005中止
CH CH 裸錠 白～微黄 有 ﾊｲｾﾞﾉｰﾙ100 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 100mg 長生堂製薬 自律神経賦活剤 8909中止
CH CH 裸錠 白 有 ﾊﾞｲﾌﾙﾐﾝ錠 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 長生堂製薬 降圧利尿剤 9405中止
CH CH 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙﾏｲﾄﾞ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 長生堂製薬 鎮痙剤 9405中止
CH CH 裸錠 白 有 ﾒﾁｱﾛﾝ ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 長生堂製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 9405中止
CH CH 裸錠 白 有 ﾒﾆｴｽﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 長生堂製薬 鎮暈剤 9405中止
CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾟﾛｷｻｰﾙ錠100 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 抗炎症鎮痛剤 0503中止
CH CH1

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾙｶﾒｯﾄ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090925ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠

200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH GX CH1 GX CH1 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｲﾑﾗﾝ錠50mg ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 免疫抑制剤 0712商品名変更(前:ｲﾑﾗ
ﾝ錠) 0507ｺｰﾄﾞ，ｻｲｽﾞ変

CH CH1 CH1 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

H2受容体拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｶﾒｯﾄ錠
200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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CH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢CH｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧品名(101119ｾﾌｼﾞﾆﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄ

CH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に
伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢CH｣)，ﾋｰﾄ若干変

CH CH CHD-1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 長生堂製薬 精神分裂病･躁病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
CH CH2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｽﾌﾗﾝ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 長生堂製薬 解熱鎮痛消炎剤 0809中止
CH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢

CH｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧品名(101119ｾﾌｼﾞﾆﾙｶ

ﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄ

CH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に
伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢CH｣，ﾋｰﾄ若干変

CH CH3 裸錠 白 無 ｵﾙｶﾛｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0809中止
CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬
統合失調症治療剤 091113収載

CH CH4 裸錠 白 有 ｶﾞﾚﾝﾄﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0809中止
CH CH5 徐放錠 白 無 ｽﾚﾝﾄﾞﾐﾝ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 長生堂製薬 虚血性心疾患治療剤 98中止 900713収載
CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
CH CH6 裸錠(六角形) 黄 有 ｽｸﾘﾉｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 長生堂製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0701中止
CH CH7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵﾁﾄｼﾞﾝ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
長生堂製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9501中止 940708収載

CH CH8 裸錠 白 有 ｴﾐﾃｯｸｽ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 長生堂製薬 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ
臭化水素酸塩錠2.5mg｢
CH｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH CH8 裸錠 白 有 ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠)

CH CH8 CH8 2.5mg:CH8 2.5mg 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ臭化水素酸塩
錠2.5mg｢CH｣

臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾐﾃｯｸｽ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH CH 09 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾙﾅｰﾄ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
CH CH 10 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾙﾅｰﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
CH

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
CH 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢CH｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(1005ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠

30mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更) 0909
商品名変更(前:ﾗｲｾﾙﾃｯｸ
錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005商品名変更(前:ｵｷｻ
ﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢CH｣)

CH 裸錠 白 有 ﾗｲｾﾙﾃｯｸ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0909ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢CH｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
CH 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 030704収載
CH Y CH15 糖衣錠 橙黄 無 ｸﾛﾁｷｾﾝ糖衣錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 15mg 吉富製薬 精神神経安定剤 9404中止
CH 裸錠 微紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠

60mg｢CH｣
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
鎮痛･抗炎症・解熱剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷﾌﾗﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH 裸錠 微紅 有 ﾛｷﾌﾗﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症解熱剤 旧品名(080620ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)
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CH 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢CH｣ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

睡眠導入剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾘﾓﾗﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH 裸錠 白 有 ﾕﾘﾓﾗﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬 睡眠導入剤 旧品名(090925ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
錠0.25mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｿﾞﾋﾟﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 長生堂製薬 睡眠障害改善剤 0703中止

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

高脂血症治療剤 0909商品名変更[前:ﾍﾞﾌｧ
ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0712迄，新:ﾍﾞﾌｧ
ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞも変更

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0909ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ
SR錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更) 0712商品名変更(前:
ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠)，ﾋｰﾄｺｰ

CH CH21:CH21 50μ g 裸錠 白 有 ｱｽﾄﾌﾟﾛﾁﾝ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 長生堂製薬 気管支拡張剤 0701中止 960705収載
CH C-21H 0.5 C-21H 0.5 0.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾗﾝ0.5mg錠 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
0802ﾋｰﾄ変更(表0.5mg追
加等) 0801販売元変更
(前:中外製薬)

CH C-21H 1 C-21H 1 1mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾗﾝ1mg錠 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

0802ﾋｰﾄ変更(表1mg追加
等) 0801販売元変更(前:
中外製薬)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

CH 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾏｲﾙ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠
5)，ﾋｰﾄ若干変更

CH CH26 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 長生堂製薬 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄ 960705収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠
10)，ﾋｰﾄ若干変更

CH CH27 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 長生堂製薬 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄ 960705収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰白 無 ｱﾌﾟﾛﾅﾘﾝPD錠 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 長生堂製薬 消炎酵素剤 0206中止 9803本体ｺｰﾄﾞ
化 960705収載

CH μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

旧品名(100528ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏ
ｲﾗﾝ製薬中止

CH μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠
20μ g)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH CH30 100mg:CH30
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾒｼﾙﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口蛋白分解酵素阻害
剤

0608ﾋｰﾄ若干変更(裏表
記号(100mg)追加等)
960705収載

CH 裸錠 白 無 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
CH 裸錠 白 有 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
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CH 裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

CH 裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

CH 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CH 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CH 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0909商品名変更(前:ｿﾞﾋﾞ
ｽﾀｯﾄ錠200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

CH 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0909商品名変更(前:ｿﾞﾋﾞ
ｽﾀｯﾄ錠400)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

CH 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 010706収載 ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲﾀﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
990709収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾛｽ錠 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 日清製薬 消炎鎮痛剤 9004中止
CH 裸錠 白 無 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ錠100mg｢CH｣ ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
血行改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｸﾞﾘﾝ錠)，ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ変更

CH 裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬 血行改善剤 旧品名(090925ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ
錠100mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

CH 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0807発売

CH Y CH50 糖衣錠 橙黄 無 ｸﾛﾁｷｾﾝ糖衣錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 50mg 吉富製薬 精神神経安定剤 9404中止
CH 糖衣錠 白 無 ｾｵﾉﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0712本体ｺｰﾄﾞ追加

CH 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾀｿﾞﾅ錠50)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH 裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾀｿﾞﾅ錠
100)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH 裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 04頃中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 0703中止
CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠

100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
血管拡張性β 1遮断薬 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠
100mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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CH
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(090925ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ
塩酸塩錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

血管拡張性β 1遮断薬 0909商品名変更(前:ｾﾚﾌﾟ
ﾄﾛｰﾙ錠200mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(0909ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩
酸塩錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

CH CH 60 裸錠 白 無 ｼﾞﾙﾍﾞｲﾄ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 長生堂製薬 Ca拮抗剤 9806中止 940708収載
CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠
50mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(090925ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯ
ﾄ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

CH 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬
とﾋｰﾄ異なる

CH 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

CH 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0608ﾋｰﾄ裏
記号(10mg)追加

CH
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

CH 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬
とﾋｰﾄ異なる

CH 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ･吉富薬品

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

CH 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠4mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢CH｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

旧品名(080704ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠4mg｢CH｣に変
更)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

CH 裸錠 黄白 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠5mg「ﾀﾅﾍﾞ｣に変

CH 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
5mg)，ﾋｰﾄ若干変更
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CH 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
10mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH
20

裸錠 薄橙黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CH 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠20mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
20mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

広範囲経口抗菌製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠
100mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌製剤 旧品名(090925ｵﾌﾛｷｻｼﾝ
錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｫﾙﾍﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠
150mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH
1

裸錠 白 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

長生堂製薬-田辺製薬販
売

血圧降下剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CH
2

裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

長生堂製薬-田辺製薬販
売

血圧降下剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CH 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞﾙﾃﾞﾘｰﾙ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

糖尿病食後過血糖改善
剤

050708収載

CH 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾙﾃﾞﾘｰﾙ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

糖尿病食後過血糖改善
剤 0.3mg)削除(表はまだ有

り) 050708収載
CH 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠

15mg｢CH｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
気道潤滑去痰剤 旧品名(100528ｱﾝﾌﾞﾛｷ

ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更) 0903ﾏｲﾗﾝ製

CH 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

気道潤滑去痰剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ
塩酸塩錠15mg｢CH｣)，ﾋｰ
ﾄ若干変更

CH 裸錠 白 有 ｺﾃﾞｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢CH｣
に変更) 0802販売会社社
名変更(前:ﾒﾙｸ製薬)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0405中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0809中止
CH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾗｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0312中止 0212ﾋｰﾄ変更

0110社名変更 9806ﾋｰﾄ

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢CH｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗精神病剤 070706収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0201まで) 010706
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢CH｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗精神病剤 070706収載
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CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

旧品名(091113ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼ
ﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
060707収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟ
ﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢CH｣)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢CH｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

H2受容体拮抗剤 0905発売

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢CH｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

CH
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢CH｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

CH
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
CH｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

CH
200mg

裸錠 白 有 ｱﾆﾙｰﾒ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

解熱鎮痛剤 030704収載

CH 裸錠 白 無 ｱﾆﾙｰﾒ錠300mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 300mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

解熱鎮痛剤 050708収載

CH
80

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗﾌｧﾋﾟﾉﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 長生堂製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0809中止

CH 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢CH｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｶﾙﾐﾝ錠)，ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ変更

CH
YMC25mg

糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬 抗めまい剤 旧品名(080620ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢CH｣)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0403承継(三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
CH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
CH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

旧品名(101119ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄ
ﾝ錠25mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

101119収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠
25mg)，ﾋｰﾄ若干変更

CH 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
CH｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

CH 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾙｺﾙﾅｰﾄ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾙｺﾙﾅｰﾄ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢CH｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢CH｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

CH
200mg 200

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾛｻｼﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 旧品名(090925ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻ
ｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0304製
造発売変更（新日本薬品
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CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ錠200mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

広範囲経口抗菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾌﾛｻｼﾝ錠
200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH 裸錠 白 有 ﾒﾄﾛﾏｲﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0408中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾎﾞｷｼﾛﾝ錠100mg ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

1009中止 050708収載

CH CH CH212SV 裸錠 白 無 ｱｽｶﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9504中止 900713収載
CH CH NPI212 裸錠 白 無 ｼﾞﾌﾟｼｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日本薬品工業 β 遮断剤 95中止 920710収載
CH 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠5mg｢ﾁｮｰ

ｾｲ｣
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，

田辺製薬販売
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

CH 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠5mg「ﾁｮｰｾｲ」)

CH 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠10mg｢
ﾁｮｰｾｲ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，
田辺製薬販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

CH 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠10mg「ﾁｮｰｾｲ」)

CH CH TOR-250 裸錠 白 有 ﾄﾗﾈﾁﾑ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 長生堂製薬 止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(91まで)
CH CH 296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆﾄﾗｰﾙ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 長生堂製薬 胃潰瘍治療剤 0809中止
CH CH 323 CH323 30mg:CH323

30mg
裸錠(徐放性) 白 無 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg

｢CH｣
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売，ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ
Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞﾙﾍﾞｲﾄ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
CH 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠

5mg｢CH｣
ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，田辺製薬販売
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0712商品名変更(前:ﾚﾅﾍﾞ
ﾘｯｸ錠5)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH 裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

CH 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，田辺製薬販売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0712商品名変更(前:ﾚﾅﾍﾞ
ﾘｯｸ錠10)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH 裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
CH 裸錠 白 有 ｼﾛﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 長生堂製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
0704中止 050708収載

CH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾌﾄｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ､ｳﾗｼﾙ 100mg，
224mg

長生堂製薬-ﾔｸﾙﾄ本社 抗悪性腫瘍剤 0110中止 980710収載

CH
150mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠150mg ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

旧品名(090925ﾛｷｼｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 050708

CHA CHA01 糖衣錠 淡橙 無 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 長生堂製薬 精神分裂病･躁病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)
CHA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾆﾌﾗｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質 0110中止 9902ﾋｰﾄ変更
CHA CH-2A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾝｻﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 00中止 900713収載
CHA CHA03 糖衣錠 白 無 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-3 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 長生堂製薬 精神分裂病･躁病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(93まで)
CHA CH-6A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾚﾝﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0906日医工中止 0807販

売元変更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸ
ｽ)

CHAC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰白 無 ｱﾌﾟﾛﾅﾘﾝPD錠 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 長生堂製薬 消炎酵素剤 0206中止 9803本体ｺｰﾄﾞ
化 960705収載

CHAE CH-AE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾝﾃｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

旧品名(0909ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg｢CH｣に変更)，旧
ﾋｰﾄ

CHAE CH-AE  CH-AE CH-AE 100mg:CH-AE
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
CH｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0909商品名変更(前:ｱｲﾝ
ﾃｰﾙｶﾌﾟｾﾙ)，ﾋｰﾄ若干変
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CHAEN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0201まで) 010706
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

CHAEN CHL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日医工

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0807販売元変更(前:ﾃｲｺ
ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0201ﾋｰﾄ変更

CHALE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0608ﾋｰﾄ裏
記号(10mg)追加

CHALP
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

CHAM CH1
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾙｶﾒｯﾄ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090925ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHAMI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾐｴﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 長生堂製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9710中止 960705収載

CHAN
200mg

裸錠 白 有 ｱﾆﾙｰﾒ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

解熱鎮痛剤 030704収載

CHANT CH 296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆﾄﾗｰﾙ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 長生堂製薬 胃潰瘍治療剤 0809中止
CHANV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｱﾝﾄﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 長生堂製薬 胃潰瘍治療剤 0809中止
CHAO CH-AO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾌﾟﾛﾅﾘﾝPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 9000ﾁﾛｼﾞﾝ

単位
長生堂製薬 消炎酵素剤 0206中止 00ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
CHAP CH 裸錠 淡黄褐 有 ｱﾋﾟﾉﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 9403中止 9304ﾋｰﾄ変更
CHAPC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱﾌﾟﾘﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

990709収載
CHAQ CH 裸錠 白～淡黄褐 有 ｱﾋﾟﾉﾗｸﾄﾝ錠50 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 9403中止 9304ﾋｰﾄ変更
CHAR CH-AR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱﾙﾃﾞｲﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 長生堂製薬 消炎鎮痛剤 0702中止
CHAR MY-50 CHAR MY-50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾚﾙﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 前田薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9303中止 900713収載
CHAT 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾐﾝS ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 長生堂製薬 鎮咳剤 旧品名(090925ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞ

ﾘﾝｸｴﾝ酸塩錠30mg｢CH｣
に変更)，旧ﾋｰﾄ

CHAT 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝｸｴﾝ酸塩錠
30mg｢CH｣

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

非麻薬性鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾄﾐﾝS)，ﾋｰﾄ
若干変更

CHAW 裸錠 白 無 ｱﾆﾙｰﾒ錠300mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 300mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

解熱鎮痛剤 050708収載

CHB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡桃赤/白 ｱｾｵｼﾘﾝ250ｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 長生堂製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0703中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ
追加 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

CHBD 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞﾙﾃﾞﾘｰﾙ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

糖尿病食後過血糖改善
剤

050708収載

CHBF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0712迄，新:ﾍﾞﾌｧ
ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞも変更

CHBH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢CH｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

旧品名(080704ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠4mg｢CH｣に変
更)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CHBI 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHBP μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

旧品名(100528ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏ
ｲﾗﾝ製薬中止

CHBS
20

裸錠 薄橙黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

64 / 404 ページ



CHBT 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾙﾃﾞﾘｰﾙ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

糖尿病食後過血糖改善
剤 0.3mg)削除(表はまだ有

り) 050708収載
CHBV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｫﾙﾍﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

CHBY CH 裸錠 白 有 ﾊﾞｲﾌﾙﾐﾝ錠 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 長生堂製薬 降圧利尿剤 9405中止
CHC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠

100mg｢CH｣
ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
旧品名(091113ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼ
ﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
060707収載

CHC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｾｵｷｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 長生堂製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0901中止 0402本体ｺｰﾄﾞ
CHC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ｾｵﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 長生堂製薬 結核治療剤 0312中止 00ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
CHC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児

用｢CH｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

CHC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｧﾚｯｸｽRｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0012中止 9811ﾋｰﾄ変更
CHC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢

CH｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

CHC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ｻｲｸﾛｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 長生堂製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9501中止 900713収載
CHCA 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾄﾗﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬 Ca拮抗性降圧剤 0809中止
CHCAL

1
裸錠 白 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
長生堂製薬-田辺製薬販
売

血圧降下剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CHCAM
2

裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

長生堂製薬-田辺製薬販
売

血圧降下剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CHCB 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾄﾗﾝ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬 Ca拮抗性降圧剤 0809中止
CHCC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｸﾅｰﾄ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

07頃ﾋｰﾄ変更

CHCD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｸﾅｰﾄ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更

CHCE CH CE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｵｽﾀｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 長生堂製薬 脂質代謝改善剤 0809中止
CHCF CH2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｽﾌﾗﾝ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 長生堂製薬 解熱鎮痛消炎剤 0809中止
CHCH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
CHCH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
CHCIG 裸錠 白 無 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
CHCIT 裸錠 白 有 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
CHCK 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ50ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0606ﾒﾙｸﾎｴｲのみ中止
000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CHCL CH 裸錠 白 有 ｶﾙﾋﾟﾛｰﾙ-5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 高血圧･不整脈治療剤 0501中止 9808ﾋｰﾄ変更
9403ﾋｰﾄ変更(前:CL)

CHCL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｺﾚｿﾙﾋﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

脂質代謝改善剤 0107中止 9711本体，ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

CHCLS 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｸﾚｽｴﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

EPA製剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CHCM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾈﾏ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 長生堂製薬 脳循環代謝改善剤 9405中止 900713収載
CHCP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤/黄 ﾁｵｾﾌﾟﾛｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 9205中止
CHCT 糖衣錠 白 無 ﾁｵｾﾌﾟﾛｰｾﾞ錠 ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 0809中止
CHCU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ100ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CHCV
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(090925ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ
塩酸塩錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
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CHCW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(0909ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩
酸塩錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHCY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾄｸﾛﾏｰﾄ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 長生堂製薬 組織呼吸賦活剤 0402中止 900713収載
CHD 75 CHD-0.75 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 長生堂製薬 精神分裂病･躁病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
CHD CH CHD-1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 長生堂製薬 精神分裂病･躁病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
CHDI 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞﾋﾟﾗﾓｰﾙ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 冠血管拡張剤 0902頃中止 0707承継(長

生堂製薬より)
CHDK CH-JN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞﾘｯｸｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 子宮内膜症治療剤 9512中止 940708収載
CHDL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ﾀﾞｲﾀﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

990709収載
CHDR CH 裸錠 白 有 ﾀﾞﾙﾀﾞﾉﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 長生堂製薬 血圧降下剤 0704中止
CHDS CH 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞﾙﾀﾞﾉﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 長生堂製薬 血圧降下剤 0704中止
CHDT 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞﾋﾟﾗﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 冠血管拡張剤 0902頃中止 0707承継(長

生堂製薬より)
CHED CH 裸錠 微黄白 無 ｴﾏﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
自律神経調整剤 940708収載

CHET CH8 裸錠 白 有 ｴﾐﾃｯｸｽ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 長生堂製薬 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ
臭化水素酸塩錠2.5mg｢
CH｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHEU 裸錠 白 有 ﾕﾘﾓﾗﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬 睡眠導入剤 旧品名(090925ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
錠0.25mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHFA
100mg 100

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｶｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

深在性真菌症治療剤 0811長生堂製薬中止
030704収載

CHFC
50

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｶｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

深在性真菌症治療剤 0809長生堂製薬中止
030704収載

CHFG ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0405中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CHFM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0809中止
CHFT CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌｪﾆﾀﾚﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 長生堂製薬 消炎鎮痛剤 98中止 9304ﾋｰﾄ変更
CHG CH-2G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
黄 無 ｾﾞｵｼﾘﾝF錠 ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 長生堂製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止

CHGA CH4 裸錠 白 有 ｶﾞﾚﾝﾄﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0809中止
CHGD 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 030704収載
CHGN 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
H2受容体拮抗剤 030704収載

CHGP 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

H2受容体拮抗剤 030704収載

CHHC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾛﾈﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

1008ﾏｲﾗﾝ製薬中止

CHHL 75 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠0.75mg｢CH｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗精神病剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-

CHHL 75 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ
ﾙ錠0.75mg｢CH｣に変更)

CHHM 糖衣錠 淡橙 無 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1mg｢CH｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗精神病剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1)，
ﾋｰﾄ変更

CHHM 糖衣錠 淡橙 無 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ
ﾙ錠1mg｢CH｣に変更)

CHHN CH 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1.5mg｢CH｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗精神病剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-
1.5)，ﾋｰﾄ若干変更

CHHN CH 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ
ﾙ錠1.5mg｢CH｣に変更)
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CHHO 糖衣錠 白 無 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢CH｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗精神病剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-3)，
ﾋｰﾄ若干変更

CHHO 糖衣錠 白 無 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-3 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ
ﾙ錠3mg｢CH｣に変更)

CHI CH1 CH1 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

H2受容体拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｶﾒｯﾄ錠
200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CHI CH1
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾙｶﾒｯﾄ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090925ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHIC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/無透明 ｲﾝﾃﾀﾞｰﾙ25ｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 長生堂製薬 解熱鎮痛消炎剤 9404中止
CHID 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾃﾞﾉﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬・ﾏｲﾗﾝ製薬 経口抗真菌剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0812

長生堂製薬中止
CHILDRENS 耳:CHILDREN’S

BUFFERIN
裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞﾌｧﾘﾝ ﾗｲｵﾝ 小児用解熱鎮痛剤 0011中止 99商品名記

載，耳:CHILDREN’S
BUFFERIN削除

CHINO CHINO  CHINO CHINO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ﾁﾉｶﾌﾟｾﾙ125 ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 125mg 藤本製薬 経口胆石溶解剤 1001頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
CHINO CHINO  CHINO FPF441 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ﾁﾉｶﾌﾟｾﾙ125 ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 125mg 藤本製薬 経口胆石溶解剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1001頃迄)

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁﾉｶﾌﾟｾﾙ｢ﾌｼﾞ
ﾓﾄ｣)

CHJA CH 09 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾙﾅｰﾄ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
CHJB CH 10 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾙﾅｰﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
CHJK 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾙｷﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 尿路感染症用抗菌剤 0602中止 00ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 980710収
CHJL CH 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾄﾗﾐｵﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg 長生堂製薬 脳循環･代謝改善剤 9904中止 940708収載
CHJN CH-JN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 子宮内膜症治療剤 9407中止 920710収載
CHJN CH-JN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞﾘｯｸｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 子宮内膜症治療剤 9512中止 940708収載
CHJS

0.25mg 0.25
裸錠(楕円形) 白 有 ｱｻｼｵﾝ0.25mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
睡眠導入剤 1103日本ｹﾐﾌｧ中止

CHK CHK-2 裸錠(花型) 淡紅 有 ﾄﾘｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 長生堂製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9311まで) 十字割
線

CHK CH-2A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾝｻﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 00中止 900713収載
CHK CHK-4 裸錠(花型) 淡紅 有 ﾄﾘｸﾛﾝ錠4 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 4mg 長生堂製薬 降圧利尿剤 9405中止 十字割線
CHKA CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝﾄﾐﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 長生堂製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 9302本体ｺｰﾄﾞ

化 920710収載
CHKE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹｲｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 長生堂製薬 気管支喘息改善剤 0005頃中止 980710収載
CHKH 裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

CHKM CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾉﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

β 遮断剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CHKO CH 裸錠 白 有 ｺﾃﾞｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬･ﾒﾙｸ製薬 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(0611迄) 0607販
売会社社名変更 0603ﾋｰ
ﾄ表15mg追加 920710収

CHKO CH 裸錠 白 有 ｺﾃﾞｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬･ﾒﾙｸ製薬 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(0611迄) 0607販
売会社社名変更 0603ﾋｰ
ﾄ表15mg追加 920710収

CHKP 裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

CHL CHL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日医工

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0807販売元変更(前:ﾃｲｺ
ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0201ﾋｰﾄ変更

CHL Sc 227 Sc227 CHL25:25mg 裸錠 微黄 無 ｸﾛｷﾅﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 三和化学研究所 前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0810商品名変更(前:ｸﾛｷ
ﾅﾝ錠)
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CHLA 裸錠 白 有 ﾗｲｾﾙﾃｯｸ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0909ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢CH｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中

CHLB 裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

CHLG ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌製剤 旧品名(090925ｵﾌﾛｷｻｼﾝ
錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

CHLK 裸錠 微紅 有 ﾛｷﾌﾗﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症解熱剤 旧品名(080620ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CHLK 裸錠 微紅 有 ﾛｷﾌﾗﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症解熱剤 旧品名(080620ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CHLL Sc 220 Sc220 CHL-L50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸﾛｷﾅﾝL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 三和化学研究所 徐放性前立腺肥大症治
療剤

0312ﾋｰﾄ変更 980710収
載

CHLL 糖衣錠 白 無 ﾗﾐﾝﾁﾙ錠50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 長生堂製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0007中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CHLM 糖衣錠 白 無 ﾗﾐﾝﾁﾙ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 長生堂製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0007中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CHLR
150mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠150mg ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

旧品名(090925ﾛｷｼｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 050708

CHLS CHL-S 糖衣錠 白 無 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ錠(ﾂﾙﾊ
ﾗ)250mg

ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg 鶴原製薬 血糖降下剤 中止

CHLS 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬
とﾋｰﾄ異なる

CHLT 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬
とﾋｰﾄ異なる

CHLU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾙﾒﾝﾀｰﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 長生堂製薬 鎮痛･消炎･解熱剤 98中止

CHLV 裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

CHMC CH-MC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄赤/わず
かに褐がかっ
た黄

ﾒﾄﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 長生堂製薬 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧品名(0909ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩
酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
に変更)，旧ﾋｰﾄ

CHMC CH-MC CH-MC 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄赤/わず
かに褐がかっ
た黄

ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0909商品名変更(前:ﾒﾄﾚｷ
ｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg)，ﾋｰﾄ若干
変更

CHMD 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠5mg「ﾁｮｰｾｲ」)

CHME 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠10mg「ﾁｮｰｾｲ」)

CHMG 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
CH｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 長生堂製薬 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

旧品名(091113ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ15mg｢CH｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 070706

CHMM 裸錠 白 有 ﾒﾄﾛﾏｲﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0408中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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CHMP CH-MP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄赤/白 ﾒﾄﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 長生堂製薬 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧品名(0909ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩
酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
に変更)，旧ﾋｰﾄ

CHMP CH-MP CH-MP 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄赤/白 ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0909商品名変更(前:ﾒﾄﾚｷ
ｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg)，ﾋｰﾄ若
干変更

CHNB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CHNE CH 裸錠 白 有 ﾈｵｽﾗﾝﾄ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 長生堂製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 920710収載
CHNH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
CHNI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
CHNN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾃﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
CHNO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 50mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､

吉富薬品
鎮痛･抗炎症剤 0006中止 9712本体，ﾋｰﾄ

変更(製造元変更)
CHNOXO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 100mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･

吉富薬品
鎮痛･抗炎症剤 0005中止 9712本体，ﾋｰﾄ

変更(製造元変更)
CHNT CH-NT 裸錠(長円形) 淡褐 有 ﾅﾘｽﾛﾝ500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 長生堂製薬 合成抗菌剤 94中止
CHNU

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
CHO CHO 1 [ｼｰｴｲﾁｵｰ] CSA 1 裸錠 白 有 ｻﾓﾌｧﾛﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 経口抗凝血剤 0312中止 0107販売，ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
CHO CHO 2 CHO2 5mg:CHO2 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢

CHOS｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ

ﾏ
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

CHO CHO 3 CHO3 10mg:CHO3 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
CHOS｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｼｰ･ｴｲﾁ･ｵｰ新薬-ﾎﾟｰﾗ
ﾌｧﾙﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

CHO CHO 17 [ｼｰｴｲﾁｵｰ]CAZ 60:[ｼｰｴ
ｲﾁｵｰ]CAZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱｿﾞｾﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ﾏｲﾗﾝ製
薬

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

CHO CHO 20 CHO RIR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｿﾞﾗﾐﾄﾞR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-長生堂
製薬

徐放性不整脈治療剤 0810中止 0806商品名変
更(前:ﾘｿﾞﾗﾐﾄﾞR錠)

CHO CHO 21 CHO COS 錠剤 白～帯黄白 無 ｵｽﾗｸﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 骨粗鬆症治療剤 0105中止 00ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 971218承

CHO CHO 22:10 CHO22 10mg:CHO22
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢CHOS｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

CHO CHO 23:20 CHO23 20mg:CHO23
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢CHOS｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

CHO CHO-101 裸錠 白 無 ｾｵﾊﾞﾐﾝ錠250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 筋緊張性疼痛疾患治療 93中止 900713収載
CHO CHO 102 CHO 102 CHO-102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｿﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-長生堂

製薬
不整脈治療剤 0810中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ﾘｿﾞﾗ
ﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ) 0602本体ｺｰﾄﾞ
追加

CHO CHO 103 CHO-103 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｻﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 99中止 9504変更
CHO CHO-202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｸﾛｶｰﾅ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 組織呼吸賦活剤 9512中止 920710収載
CHO CHO 203 CHO-203 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｻﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9503まで) 920710

収載
CHOC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｸｽﾌﾟﾚｺｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 長生堂製薬 狭心症･頻脈性不整脈治

療剤
9809ﾋｰﾄ変更

CHOCAZ CHO 17 [ｼｰｴｲﾁｵｰ]CAZ 60:[ｼｰｴ
ｲﾁｵｰ]CAZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱｿﾞｾﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ﾏｲﾗﾝ製
薬

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

CHOCCE 150 CHO CCE 150:CHO CCE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾｵﾄﾀｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 H2受容体拮抗薬 0902頃中止 010706追補

CHOCOS CHO 21 CHO COS 錠剤 白～帯黄白 無 ｵｽﾗｸﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 骨粗鬆症治療剤 0105中止 00ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 971218承

CHOCSA CHO 1 [ｼｰｴｲﾁｵｰ] CSA 1 裸錠 白 有 ｻﾓﾌｧﾛﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 経口抗凝血剤 0312中止 0107販売，ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CHOL CH 裸錠 白 無 ｵﾛｻﾙｼﾞﾝ錠100 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
CHOP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟﾌｪﾙﾐﾝ錠 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 長生堂製薬 解熱鎮痛消炎剤 0704中止
CHOR CH3 裸錠 白 無 ｵﾙｶﾛｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0809中止
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CHORIR CHO 20 CHO RIR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｿﾞﾗﾐﾄﾞR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-長生堂
製薬

徐放性不整脈治療剤 0810中止 0806商品名変
更(前:ﾘｿﾞﾗﾐﾄﾞR錠)

CHOT CH 裸錠 白 無 ｵﾛｻﾙｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
CHOX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｸｽﾌﾟﾚｺｰﾙ錠20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 長生堂製薬 狭心症･頻脈性不整脈治

療剤
0503中止 9902ﾋｰﾄ変更

CHP CHP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄﾋﾟｱｰｽ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大洋薬品工業 組織呼吸賦活剤 93中止 920710収載
CHP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄﾍﾊﾟﾝ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 組織呼吸賦活剤 9912中止 920710収載
CHP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄土 無 ﾋﾟﾍﾟﾗﾏｲｼﾝ錠100 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 長生堂製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0704中止 9806ﾋｰﾄ変更
CHPK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾄﾁｰﾑ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 長生堂製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9005中止
CHPO 糖衣錠 黄 無 ﾊﾟﾝﾄﾏｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 長生堂製薬 脳血栓後遺症改善剤 9904中止 9402ﾋｰﾄ変更
CHPP 裸錠 白 有 ﾊﾟﾝﾚｰﾄ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 長生堂製薬 狭心症･心筋梗塞･冠硬

化症治療剤
9307中止

CHPR CH-PR  CH-PR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛｴｽﾀｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

140mg(ﾘﾝ酸
ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝと
して)

長生堂製薬-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺癌治療剤 旧品名(090925ﾌﾟﾛｴｽﾀｶ
ﾌﾟｾﾙ156.7mgに変更)，旧
ｺｰﾄﾞ 920710収載

CHPS 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠5mg｢ﾁｮｰ
ｾｲ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，
田辺製薬販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

CHPW 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/乳白 ﾊﾟｽﾀｰｾﾞSAｶﾌﾟｾﾙ 長生堂製薬 総合消化酵素製剤 93中止
CHPX 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠10mg｢

ﾁｮｰｾｲ｣
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，

田辺製薬販売
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

CHPY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(090925ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯ
ﾄ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

CHR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘｽﾞﾑｻｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

不整脈治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

CHRA 糖衣錠 白 無 ﾗﾌﾛﾝﾄ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 長生堂製薬 筋緊張性疾患治療剤 0809中止
CHRC 裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ

ﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHRD 裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHRI CH 裸錠 白 有 ﾘｿﾞﾁｵｰｾﾞ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 0702中止
CHRL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｻﾞﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
H2受容体拮抗剤 1010中止 0903ﾏｲﾗﾝ製薬

中止
CHRM 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾏｲﾙ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CHRP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 04頃中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CHRR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 0703中止
CHRT 糖衣錠 淡緑 無 ﾚｽﾐﾄﾛﾝ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 長生堂製薬 抗不安剤 9102中止
CHRV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾘｽﾞﾑｻｯﾄｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売，ﾏｲﾗﾝ製薬
不整脈治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
CHRZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘｽﾞﾑｻｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売，ﾏｲﾗﾝ製薬
不整脈治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
CHS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾗﾀｰｾﾞ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ

ｾﾞ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ｾｱﾌﾟﾛﾝ250ｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0809中止

CHS CH-5S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾙﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9405中止 920710収載
CHS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠10mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
消炎酵素剤 1102自为回収 090925収

載(商品名変更に伴い，
前:ｾﾌﾗﾀｰｾﾞ錠10)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

CHSA CH 裸錠 白 有 ｾｵﾘﾀｰｾﾞｵｰﾗﾙ(内服錠) ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

長生堂製薬 腫脹緩解用酵素剤 0204中止 920710収載

70 / 404 ページ



CHSC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾍﾟｻﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬 精神分裂病･うつ病･消化
性潰瘍治療剤

9409中止 9404ﾋｰﾄ変更

CHSD CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｺﾊﾟﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

精神安定剤 9302本体ｺｰﾄﾞ化 920710
収載

CHSE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｸﾄﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 長生堂製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9407中止 920710収載

CHSE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽ
ﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg｢CH｣)，ﾋｰﾄ
裏ｺｰﾄﾞ削除等

CHSE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢CH｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(091113ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄ
ｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄ
080704収載

CHSF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾐﾀｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 長生堂製薬 消炎鎮痛剤 9312中止
CHSF

80
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗﾌｧﾋﾟﾉﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 長生堂製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0809中止

CHSH CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾐﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 長生堂製薬 消炎鎮痛剤 9810中止
CHSH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ

100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 091113収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽ
ﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢CH｣)，ﾋｰﾄ
裏ｺｰﾄﾞ削除等

CHSH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢CH｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(091113ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄ
ｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄ
060707収載

CHSI C-1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｺﾊﾟﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

精神安定剤 9304本体ｺｰﾄﾞ化 920710
収載

CHSIL 裸錠 白 有 ｼﾛﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 長生堂製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0704中止 050708収載

CHSJ CH7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵﾁﾄｼﾞﾝ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

長生堂製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9501中止 940708収載

CHSK CH6 裸錠(六角形) 黄 有 ｽｸﾘﾉｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 長生堂製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0701中止
CHSL 裸錠 黄～橙黄 有 ｿﾗﾈｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
強心剤 00ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 9304ﾋｰﾄ変更
CHSM CH5 徐放錠 白 無 ｽﾚﾝﾄﾞﾐﾝ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 長生堂製薬 虚血性心疾患治療剤 98中止 900713収載
CHSO 糖衣錠 白 無 ｾｵﾉﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0712本体ｺｰﾄﾞ追加

CHSP 糖衣錠 薄橙 無 ｾｵﾉﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0712本体ｺｰﾄﾞ追加

CHSPK 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CHSPN 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

CHSQ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾗﾀｰｾﾞ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ
ｾﾞ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHSR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｸﾄﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 長生堂製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9407中止 920710収載

CHSSP
200mg 200

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾛｻｼﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 旧品名(090925ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻ
ｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0304製
造発売変更（新日本薬品

CHST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢CH｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

精神情動安定剤・視床下
部作用性抗潰瘍剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾍﾟｻﾆｰﾙ錠)
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CHST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾍﾟｻﾆｰﾙ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬 精神情動安定剤・視床下
部作用性抗潰瘍剤

旧品名(071221迄，新品
名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢CH｣)

CHSU CH-SU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ｼｪﾙﾃｨ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 長生堂製薬 合成抗菌剤 0304中止 9812ﾋｰﾄ変更
93再開 8907中止

CHSV CH CH212SV 裸錠 白 無 ｱｽｶﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9504中止 900713収載
CHSX 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
経口血糖降下剤 101119収載

CHSY 裸錠(楕円形) 白 有 ｾｵｸﾞﾙﾐﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 長生堂製薬 血糖降下剤 旧品名(090925ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐ
ﾄﾞ錠2.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄ

CHSY 裸錠(楕円形) 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠2.5mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口血糖降下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｵｸﾞﾙﾐﾝ錠
2.5mg)，ﾋｰﾄ若干変更

CHSZ 裸錠 黄褐 無 ｼﾋﾟﾛｼﾞﾝ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 長生堂製薬 本態性高血圧症治療剤 9010中止
CHTA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
止瀉剤 0712商品名変更(前:ﾀｲﾍﾟ

ﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0210頃本体ｺｰ
ﾄﾞ追加

CHTC 裸錠(花型) 淡紅 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢
CH｣

ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

降圧利尿剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘｸﾛﾝ錠) 十
字割線

CHTC 裸錠(花型) 淡紅 有 ﾄﾘｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 長生堂製薬 降圧利尿剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢
CH｣) 十字割線

CHTE 糖衣錠 黄 無 ﾁｵﾃﾞﾆﾝ10 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 長生堂製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2剤 0701中止
CHTF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾁｵﾃﾞﾆﾝ15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 長生堂製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2剤 0701中止
CHTH CH 裸錠 白 有 ﾁｵﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 長生堂製薬 催眠鎮静剤 9005中止
CHTI CH 裸錠 黄 有 ﾁｵﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 長生堂製薬 催眠鎮静剤 9005中止
CHTK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

CHTL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

CHTM CH 裸錠 白 有 ﾄﾗﾈﾁﾑ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 長生堂製薬 止血剤 9312中止 91記号変更
CHTN CH 裸錠 白 有 ﾄﾛﾊﾞﾐﾝ錠5 ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 長生堂製薬 抗痙縮剤 9312中止 900713収載
CHTO CH 裸錠 橙 有 ﾄﾛﾊﾞﾐﾝ錠10 ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 長生堂製薬 抗痙縮剤 9312中止 900713収載
CHTR 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢CH｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

CHUT CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾛﾅﾘﾝ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 長生堂製薬 切迫早産治療剤 98中止 940708収載
CHV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾎﾞｷｼﾛﾝ錠100mg ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

1009中止 050708収載

CHX pfizer:CHX 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠0.5mg 酒石酸ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ 0.5mg(ﾊﾞﾚﾆｸ
ﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ α 4β 2ﾆｺﾁﾝ受容体部分
作動薬(禁煙補助薬)

080418収載

CHX Pfizer:CHX 1.0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡青 無 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠1mg 酒石酸ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ 1mg(ﾊﾞﾚﾆｸﾘ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ α 4β 2ﾆｺﾁﾝ受容体部分
作動薬(禁煙補助薬)

080418収載

CHYMC
YMC25mg

糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬 抗めまい剤 旧品名(080620ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢CH｣)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0403承継(三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

CHYME 裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬 血行改善剤 旧品名(090925ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ
錠100mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHYMORAL 糖衣錠 赤 無 ｶｲﾓﾗｰﾙ 50000ｱｰﾏｰ
単位

東京田辺製薬 抗腫脹酵素剤 9105中止

CHYN CH-YN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾖｰﾁﾐﾝN ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 50mg 長生堂製薬 軟部腫脹治療剤 0809中止
CHZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅ

ﾍﾞ｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に

伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢CH｣)，ﾋｰﾄ若干変

72 / 404 ページ



CHZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に
伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢CH｣，ﾋｰﾄ若干変

CHZB 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CHZI CH 323 裸錠(徐放性) 白 無 ｼﾞﾙﾍﾞｲﾄ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 長生堂製薬・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 狭心症･高血圧治療剤 旧品名(090925ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩錠30mg｢CH｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗ
ﾝ製薬中止

CHZL CH 60 裸錠 白 無 ｼﾞﾙﾍﾞｲﾄ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 長生堂製薬 Ca拮抗剤 9806中止 940708収載
CHZP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ｿﾞﾋﾟﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 長生堂製薬 睡眠障害改善剤 0703中止

CHZR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞｱﾝ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 長生堂製薬 虚血性心疾患治療剤 0704中止
CHZS 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠

400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 010706収載 ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CI C-1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｺﾊﾟﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

精神安定剤 9304本体ｺｰﾄﾞ化 920710
収載

CI 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾒﾉｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 高血圧・不整脈・狭心症
治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

CI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻｸﾗｰﾄ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 日清製薬 脳･末梢血流改善剤 9601中止
CI SW 901 SW-901 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁﾊﾟｰﾙ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 9310再開 92中止
CIB CG 122 CIB2.5:CG 122 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠2.5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CIB2.5削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CIB CG 123 CIB5:CG 123 裸錠 白 有 ﾁﾊﾞｾﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更(CIB5削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9510割線

CIB CG 124 CIB10:CG 124 裸錠 白 無 ﾁﾊﾞｾﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9710ﾋｰﾄ
裏変更(CIB10削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CIB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠50mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

CIB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

CIBA CIBA:KA CIBA KA FORLT 裸錠 淡橙 無 ﾌｫﾘｽﾀﾙﾛﾝﾀﾌﾞ ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾞﾒﾁﾝﾃﾞﾝ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9201中止
CIBA CIBA:LN 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
微帯黄白～
淡黄

ﾒﾄﾋﾟﾛﾝ ﾒﾁﾗﾎﾟﾝ 250mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 下垂体ACTH分泌機能検
査用薬

旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

CIM KC-125 KC-125 KC-125 7.5mg:7.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿﾒﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ7.5mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 7.5mg 科研製薬 抗めまい剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾒﾆｰﾙ)
0202ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ変
更(CIM削除)

CIN PT 441 裸錠 淡橙白 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.25mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9402色変更(旧:

CIN PT 442 裸錠 淡橙 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.5mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 9509ﾋｰﾄ裏商
品名記載

CIN TP 107 15mg TP-107 裸錠 白 有 ｼﾝｾﾗｷﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝｾﾗｷﾝ錠)

CIP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更 裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

CIP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

CISP KC-115  KC-115 KC-115：KC-115 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｲｿﾊﾟｰﾙ･P配合ｶﾌﾟｾﾙ dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰ
ﾙ，ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ

10mg，ﾁﾛｼﾞﾝ
5000単位

科研製薬 持続性気管支拡張･粘液
溶解剤

100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾊﾟｰﾙ･Pｶﾌﾟ
ｾﾙ)
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CISY SY CI50SY 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50mg｢ｾｲｺｰ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 生晃栄養薬品 脳血流促進剤 9603中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ
の製品多数あり

CIZELIN CIZELIN 100 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
CIZELIN CIZELIN 200 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
CJ GX CJ7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし

型)
白 無 ｴﾋﾟﾋﾞﾙ錠150 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 150mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ

ｸﾗｲﾝ
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)
CK SW-CK 裸錠 白 有 ｸﾛｹｰﾙ錠 ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 沢井製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9510中止
CK MED-001 MED-CK 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙赤 ｺｶｵｰﾙE ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ 脂質代謝･血行改善剤 9209中止

CK 裸錠 白～微黄白 有 ｻﾋﾞﾝｶｼﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環･代謝改善剤 9903中止 940708収載
CK CK CK 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢AFP｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
CK C 21K 0.125:C-21K 0.125 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.125mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 中外製薬 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体 020705収載
CK C 21K 0.125:C-21K 0.125 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.125mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 中外製薬 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体 020705収載
CL C L μ g 裸錠 白 有 ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠10

μ g｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤･腹

圧性尿失禁治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ

CL NVR:CL 錠剤 白～黄のま
だら

無 ｻｰﾃｨｶﾝ錠0.75mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ 0.75mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 070316収載

CL C1 C1 80mg:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢SN｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 前立腺癌治療剤 090515収載
CL C L μ g 裸錠 白 有 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤 旧品名(090925ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰ

ﾙ塩酸塩錠10μ g｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

CL CH 裸錠 白 有 ｶﾙﾋﾟﾛｰﾙ-5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 高血圧･不整脈治療剤 0501中止 9808ﾋｰﾄ変更
9403ﾋｰﾄ変更(前:CL)

CL Tw CL Tw.CL 裸錠 黄 有 ｸﾘﾅｯｸｽ錠 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0703中止 920710収載
CL O.S CL O.S-CL 裸錠 淡ﾋﾟﾝｸ 有 ｸﾛﾅﾘｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9504中止
CL CL CL 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘﾌﾟｽ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

CL GS CL2:5 GS CL2 裸錠(長円形) 白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠小児用5mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載
CL GX CL3 GX CL3 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9912本体，ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
CL CL 5 CL5 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢SN｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
CL GSCL5:25 GS CL5 裸錠(角のとれ

た四角)
白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 25mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載

CL GSCL7:100 GS CL7 裸錠(角のとれ
た四角)

白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠100mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載

CL 0:PT 324 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺｰﾄﾘﾙ錠)

CL CL 10 CL10 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢SN｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
CL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾙｷﾞｰ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 鎮痛･抗炎症剤 9902中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

CL Y-CL25 Y-CL25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｺﾚｿﾙﾋﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 吉富製薬 脂質代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
CL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｺﾚｿﾙﾋﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､

吉富薬品
脂質代謝改善剤 0107中止 9711本体，ﾋｰﾄ

変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

CL 裸錠 白 有 ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 塩野義製薬 排卵誘発剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠)
0612ﾋｰト若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載裏→表等)

CL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205まで) 9702ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CL Tu-CL 050 Tu CL-050 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｺﾛﾝﾒﾝ錠｢50｣ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ 虚血性心疾患治療剤 0611本体ｺｰﾄﾞ追加
CL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205ﾋｰﾄ裏C･L100

削除) 9702ﾋｰﾄ裏商品名
記載
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CL CL 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0709迄)

CL SW 159 SW-159 30：30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｺﾘﾘｯｸ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 沢井製薬 鎮痙･鎮痛剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘﾘｯｸ) 0303
ﾋｰﾄ変更，商品名記載等

CL CL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0809迄)
CLA CLA NN210 NN210 有核錠 淡黄(内核:

白)
無 ｸﾘｱﾐﾝ配合錠A１.0 日医工 頭痛治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾘｱﾐﾝA錠)
CLA SCL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾝ

ﾄﾞ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

CLAKL CLA KL210 CLA 有核錠 淡黄(内核:
白)

無 ｸﾘｱﾐﾝA錠 日本ｶﾞﾚﾝ 頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 9501社
名変更

CLB CLB-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 東洋新薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9403中止(ﾒｸﾄに承継)
900713収載

CLB KI 6168 CLB-250:KI-6168 MECT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾒｸﾄ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

98中止 9404製造販売(東
洋新薬から承継)

CLB CLB-500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg 東洋新薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9403中止(ﾒｸﾄに承継)
900713収載

CLC M332 CLC-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 肌/白 ｼｸﾗｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾓﾊﾝ｣ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 模範薬品研究所 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8903中止
CLD KL 310 KL 310:CLD 裸錠 白 有 ｸﾗﾗｼﾞﾝ錠250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 筋緊張性疼痛疾患治療 9410中止
CLD CLD 227 糖衣錠 橙赤 無 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ錠0.25mg｢ﾅｶ

ﾉ｣
ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 強心配糖体製剤 9003中止 薬価削除

CLE 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｸﾗﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 富山化学工業 高脂血症治療剤 9604中止
CLE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0208ﾋｰﾄ変更

CLEAR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 クリア 武田ﾍﾙｽｹｱ-武田薬品工
業

便秘薬

CLM 糖衣錠 黄 無 ｸﾚﾏﾆﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9003中止
CLM T M CLM 裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9407本

体刻印 9306ｴﾑｴﾌ製剤
から承継

CLOZ CLOZ 25 CLOZ25 裸錠 黄 有 ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠25mg ｸﾛｻﾞﾋﾟﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 治療抵抗性統合失調症
治療薬

090619収載

CLOZARIL CLOZARIL 100 CLOZARIL100 裸錠 黄 無 ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠100mg ｸﾛｻﾞﾋﾟﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 治療抵抗性統合失調症
治療薬

090619収載

CLP Th 179 Th179 CLP25:CLP25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠25 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
900713収載

CLP Th 180 Th180 CLP50 50:CLP50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 920710
収載

CLR K 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
CLR K 50 CLR 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 940708収

載
CLS ZE 92 CLS ZE92:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｶﾙｽﾃﾉﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 全星薬品工業 骨粗鬆症治療剤 旧品名(0806ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ

錠200mg｢ZE｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

CLS KL 215 KL215:CLs 有核錠 薄橙(内核:白
～灰)

無 ｸﾘｱﾐﾝS錠 日本ｶﾞﾚﾝ 頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 9501社
名変更 900713収載

CLS 328 CLS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 循環機能改善剤 9802中止 9603社名変更
同品名ｶﾙｼﾞｰﾙ錠200（ｱｾ
ﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ製剤)とは成分異
なる

CLS 220 CLS 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 循環機能改善剤 9512中止 同品名ｶﾙｼﾞｰﾙ
錠200（ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ製剤)
とは成分異なる

CLT CLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾙﾐﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 心身安定剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
000707収載
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CM CM OY-2320 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｱｽﾒｼﾞﾝ錠200mg｢ORY｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医
工

H2受容体拮抗剤 0801中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ｱｽﾒ
ｼﾞﾝ錠)

CM CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓｽﾄﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)
960705収載

CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾈﾏ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 長生堂製薬 脳循環代謝改善剤 9405中止 900713収載
CM CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤 060707収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠｢ﾍｷ
ｻﾙ｣200mg) 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
CM 裸錠 白～淡灰白 無 ﾐﾔBM錠 宮入菌末 20mg ﾐﾔﾘｻﾝ製薬 整腸剤(酪酸菌製剤) 0607社名変更 0001ﾋｰﾄ

商品名記載
CM μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9707ﾋｰﾄ

裏変更
CM GX CM1 GX CM1 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9912本体，ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
CM GX CM2 GX CM2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 高尿酸血症治療剤 020705収載(商品名変更

前:ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠)
CM SWCM 50 SW-CM50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児

用｢ｻﾜｲ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

CM SW-CM100 糖衣錠 黄 無 ｺﾙﾒｰﾄ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 沢井製薬 中枢性筋弛緩剤 92中止
CM SWCM 200 SW-CM200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

CM Tu-CM 200 Tu CM-200 裸錠 白 有 ｺﾐﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 辰巳化学 脂質代謝･末梢血行改善
剤

中止

CM CM CM232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｱｽﾒｼﾞﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 進化製薬 H2受容体拮抗剤 9603中止 940708収載
CM μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25μ g 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9705ﾋｰﾄ

裏変更
CM CM:TKS256 糖衣錠 淡赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9409中止

CMA CMA5：5mg 糖衣錠 淡青 無 ｶﾏﾘﾈｽ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 全星薬品工業-全星薬品 精神神経用剤 0706中止 0302ﾋｰﾄ変更
CMK CMK 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｶｰﾏｯｸTPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 全星薬品工業 徐放性降圧剤 0303中止
CMSV CM CM232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｱｽﾒｼﾞﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 進化製薬 H2受容体拮抗剤 9603中止 940708収載
CMT YT Z3 YT-Z3:YT-Z3 CMT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾑﾄﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0212中止 0007販売 0002
承認

CMT CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤 060707収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠｢ﾍｷ
ｻﾙ｣200mg) 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
CMX CMX019 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼﾞｭｰﾑｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｹﾐｯｸｽ 消化管運動亢進治療剤 0303中止 980710収載
CMX CMX022 CMX022 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾆｶﾙﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｹﾐｯｸｽ 持続性Ca拮抗剤 0803中止 980710収載
CMX CMX023 CMX023 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾆｶﾙﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｹﾐｯｸｽ 持続性Ca拮抗剤 0803中止 980710収載
CMX CMX 033 CMX033:CMX033 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｲﾀｼﾞﾝ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
ｹﾐｯｸｽ H2受容体拮抗剤 0803中止

CMX SW 071 SW 071 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾝﾒｯｸｽ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-CMX)削除 920710
収載

CMX CMX401 錠剤 白 有 ｽﾄｹﾐﾀﾞｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

ｹﾐｯｸｽ 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 940708収載

CMXO CMX037 10 CMX037 10:10 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾘﾘﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｹﾐｯｸｽ HMG－CoA還元酵素阻
害剤，高脂血症治療剤

030704収載

CMXO CMX048 5 CMX048 5:5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾘﾘﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ｹﾐｯｸｽ HMG－CoA還元酵素阻
害剤，高脂血症治療剤

060707収載

CN KB CN CN 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾅﾐﾄﾞ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 血管強化･止血剤 9801中止 9708ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ
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CN C N CRN 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 9604本
体刻印 920710収載

CN C N 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，日医工

経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 040709収
載，品名変更に伴い（前：
ｸﾗｳﾅｰﾄ錠）

CN 裸錠 桃 有 ｱﾆｽﾀｼﾞﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 利尿降圧剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

CN Tu CN-020 糖衣錠 淡黄 無 ｺﾙﾝﾅﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 辰巳化学 抗ｾﾛﾄﾆﾝ剤 9912中止
CN C N 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 経口血糖降下剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
CN SW-085:SW-CN50 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50｢ｻﾜｲ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 脳血流促進剤 92中止
CN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾉｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 山之内製薬 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9709ﾋｰﾄ

裏変更
CN CN-250 CN-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾁｵｷﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 長生堂製薬 末梢神経障害改善剤 9405中止
CN n 297 裸錠 白 有 ｺﾌﾉｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ

ｲﾄﾞ､吉富薬品
気道潤滑去痰剤 0202中止 930909販売

CN CN-500 CN-500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾁｵｷﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 長生堂製薬 末梢神経障害改善剤 0902中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

CNC Tw.CNC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ･C｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 東和薬品 脳血流促進剤 94中止
CNL 裸錠 淡黄 無 ｼﾅｰﾙ配合錠 塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝC･ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ

配合剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾅｰﾙ錠
200)，本体･ﾋｰﾄ裏200削

CNS 徐放錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更 900713収載

CNT 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾅﾀｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 全星薬品工業 徐放性鎮咳剤 0303中止 9912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
CNTP CN-TP CNTP:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/透明 ｶﾙﾅﾀｰﾙTP ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 全星薬品工業 鎮咳剤 0509中止
CNV 339 CNV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾉﾋﾞﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 920710

収載
CNZ PH261 耳:CNZ50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳血流促進剤 9906中止
CO PSK C01:0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
CO 0.5:PT C01 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0812ﾋｰﾄ表CAR 0.5削除

0305ﾋｰﾄMG削除
CO PSK C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
CO 1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除

0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

CO PSK C03:2 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

CO 2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

CO PSK C04:4 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

CO 4:PT C04 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 4削除
0401ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

CO Y:CO 12.5 Y-CO12.5 12.5mg：
12.5mg

糖衣錠 黄 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 12.5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載など
0207商品名変更
(前:12.5mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)

CO Tu CO･025 Tu CO･025 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾀﾂﾐ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 96中止
CO 糖衣錠 微帯黄白 無 ｺﾒﾀﾐﾝ錠25 ｼｺﾁｱﾐﾝ 25mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9602中止
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CO Y CO25 Y-CO25 25mg：25mg 糖衣錠 白 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠25mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0301ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
0207商品名変更
(前:25mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)

CO 糖衣錠 微帯黄白 無 ｺﾒﾀﾐﾝ錠50 ｼｺﾁｱﾐﾝ 50mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9507中止
CO Y CO50 Y-CO50 50mg：50mg 糖衣錠 淡黄 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠50mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0302ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
0207商品名変更
(前:50mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)

CO Y CO100 Y-CO100 100mg：100mg 糖衣錠 黄 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠100mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 100mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
0207商品名変更
(前:100mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)

COA COA1:COAX 裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 日本ﾍｷｻﾙ-三和化学研
究所

循環改善剤 0202中止 9801ﾋｰﾄ表ｺｰ
ﾄﾞ化 9503製造元変更 舌
下錠

COAX COA1:COAX 裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 日本ﾍｷｻﾙ-三和化学研
究所

循環改善剤 0202中止 9801ﾋｰﾄ表ｺｰ
ﾄﾞ化 9503製造元変更 舌
下錠

COAX
1mg

裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0704頃中止 0604ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

COAX RJ 2
2mg

裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0703頃中止 0603ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ) 舌下錠

COB COB：250μ g 糖衣錠 淡桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ｾﾞﾝｾ
ｲ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 全星薬品工業-全星薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0706中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ﾏﾐﾄﾞ錠｢ｾﾞﾝｾｲ｣) 0211ﾋｰﾄ
変更

COB 315 COB-250 315 糖衣錠 桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣250 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 94中止
COB COB：250μ g 糖衣錠 淡桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ｾﾞﾝｾ

ｲ｣
ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 全星薬品工業-全星薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0706中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ﾏﾐﾄﾞ錠｢ｾﾞﾝｾｲ｣) 0211ﾋｰﾄ
変更

COB TwCOB μ
μ g

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ500μ g｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 東和薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12
収載(商品名変更に伴
い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰ

COB 316 COB-500 316 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで)
COBC Tw.COB12C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ｺﾊﾞﾗｴｰｽC ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 92中止
COC Sc 113 Sc113 COC200 裸錠 白 有 ｺｶｰﾙ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 三和化学研究所 解熱鎮痛剤 040709収載
COD COD:KI-2441 裸錠 淡黄 有 ｺﾙﾄﾞﾆﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾒｸﾄ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 中止
COL COL 裸錠 白 無 ｺﾙﾋﾁﾝ錠 ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 抗痛風剤 0405中止 0110社名変更
COL 裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 塩野義製薬 痛風治療剤 旧ﾋｰﾄ（0208迄） 98ﾋｰﾄ記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9506ﾋｰﾄ変更

COL NF 103 NF103 裸錠 淡青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠”日本商事” ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg ｱｽﾞｳｪﾙ 抗痛風剤 9905中止 9611ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9306ﾋｰ
ﾄ裏変更

COL COL:KI-3141 糖衣錠 赤 無 ｺﾙｻﾐﾝ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 98中止
COM COM 100mg:COM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
薄黄赤～くす
んだ黄赤

無 ｺﾑﾀﾝ錠100mg ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 末梢COMT阻害剤 070316収載

COMETA COMETA FPF-126 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ｺﾒﾀｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 藤本製薬 末梢性神経障害治療剤 9101中止
COQ 裸錠 黄～橙黄 有 ｺｴﾝｻﾞQ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大日本製薬 心筋代謝賦活剤 9610中止
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COR COR 糖衣錠 白 ｺﾛﾅﾆｰﾙ 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 東邦新薬 血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで)
COS CHO 21 CHO COS 錠剤 白～帯黄白 無 ｵｽﾗｸﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 骨粗鬆症治療剤 0105中止 00ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 971218承
COT W 325 S250μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1012本体ｺｰﾄﾞ追加
COT W 350 S500μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
COV 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0704
社名変更(統合に伴い，
前:第一製薬)

COV 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に
伴い(協和発酵へ) 0705

COX CT CTP:COX 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠｢ｺｯｸｽ｣
12.5mg

ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日本ﾍｷｻﾙ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

99中止 970711収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

COX CAL0.5μ g:CAL0.5 COX 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9801中止
COX COX 裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-東京田

辺製薬
脳･末梢血流障害改善剤 9508中止 舌下錠

COX RJ 124-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽｼﾞｳﾑｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日本ﾍｷｻﾙ 鎮痙･鎮痛剤 0402中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

COX PRD 5mg 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 日本ﾍｷｻﾙ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0210中止 9706ｺｰﾄﾞ化，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

COX PPR COX 裸錠 白 無 ﾍﾟﾌﾟﾛｾﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 気道粘液溶解剤 9609中止 9503製造販売
元変更に伴い記号変更

COX RJ LAC-5:COX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｸﾊﾟﾝ錠5 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾒｸﾄ 消化管鎮痙剤 9810中止 9503製造販売
再開 90中止

COX CAL0.25μ g:CAL0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9711中止
COX CAL1μ g:CAL1.0 COX 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9803中止
COX RJ 2 COX2:RJ2 2mg 裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-東京田

辺製薬
脳･末梢血流障害改善剤 9508中止 舌下錠

COX HLC-25 COX 裸錠 白 無 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 脳血流障害改善剤 9606中止 9503製造販売
元変更に伴い記号変更

COX HLC-50:COX 裸錠 黄 有 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 脳血流障害改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CP Cp 裸錠 橙 無 ｶﾛﾊﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾌﾟﾗﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 日本新薬 中枢神経刺激剤 9512中止
CP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤/黄 ﾁｵｾﾌﾟﾛｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 9205中止
CP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

CP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

CP ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性解熱鎮痛消
炎剤

0508中止 0207ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載

CP H:H CP50:CP 50 KKC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲｸﾗﾎﾟﾛﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 海外製薬 循環障害改善剤 9907中止 920710収載
CP CP217SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾞｾｰﾄ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 進化製薬 脳血流促進剤 9403中止
CP 糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ錠250mg｢

BMT｣
ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止

CPAD KC-274 CPAD KC-274 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳褐/白 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ25 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 25mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 9202中止
CPL CPL-1 裸錠 白 無 ｶﾙﾋﾟﾛｰﾙ-1 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 長生堂製薬 高血圧･不整脈治療剤 8904中止
CPN SW CPN:75 SW-CPN75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠75mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
090515収載

CPSV CP217SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾞｾｰﾄ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 進化製薬 脳血流促進剤 9403中止
CPT MM 206 MM206:CPT 裸錠 白 有 ｶﾘﾌﾟﾛｰﾙ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 森下ﾙｾﾙ 高血圧･不整脈用剤 9308中止
CQ CQ010 CQ010 裸錠 淡黄 有 ｺﾘﾏｹﾞﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 共和薬品工業 代謝性強心剤 9503中止
CR CR 腟錠 白 無 ｱﾃﾞｽﾀﾝG100 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 抗真菌剤 0703頃中止 0303ﾋｰﾄ商

品名記載（ｶﾀｶﾅ），前：
AdestanG100 SCHERING

CR SEARLE 509:CR SEARLE 509:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾍﾟｰｽCR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 徐放性不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽCR錠)
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CR SW-943 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 02ﾋｰﾄ裏商品名記載等
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CR0.25)削除

CR SW-944 0.5:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡褐透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0207ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-CR0.5)削除
940708収載

CR Y CR10 Y-CR10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｸﾚﾐﾝ錠10mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03頃ﾋｰﾄ変更

CR Y CR15 Y-CR15 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｸﾚﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 15mg 吉富製薬 精神神経安定剤 9906中止
CR TKS 17 CR:TKS17 裸錠 白 無 ｺﾘｱｷﾞﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg ﾅｶﾞｾ医薬品 筋緊張性疼痛疾患治療 0109中止
CR Y CR25 Y-CR25 25mg：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｸﾚﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0301ﾋｰﾄ表mg
追加，裏商品名記載（ｶﾀ

CR O.S CR-25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/肌 ｺﾗﾁｰﾑ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血流促進剤 9804中止
CR Y CR50 Y-CR50 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｸﾚﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0309ﾋｰﾄ変更
CR O.S CR-50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/肌 ｺﾗﾁｰﾑ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血流促進剤 9804中止
CR CR50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄

褐
ﾁﾙﾐﾒｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 鶴原製薬 不整脈用剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 940708収

載
CR CR100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾁﾙﾐﾒｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 鶴原製薬 不整脈用剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 940708収

載
CR 糖衣錠 橙 無 ﾀﾞｲﾄﾛｿﾞﾝCR錠 帝三製薬 血圧降下剤 9304中止
CR CR218SV 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ｶﾚﾝﾊﾞﾛｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 進化製薬 高脂血症治療剤 9409中止
CRC CRC040 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/帯黄白 ｸﾗﾃﾙﾂｶﾌﾟｾﾙ ｸﾗﾃｸﾞｽｴｷｽ 40mg 同仁医薬化工 心不全治療剤 9901中止
CRC Th 131 Th131 CRC100:CRC100 裸錠 薄紅 有 ｶﾙｺｰﾊﾟ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，

10mg(無水物
として)

ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 94ﾋｰﾄ
変更 920710収載

CRIXIVAN CRIXIVAN 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾘｷｼﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 硫酸ｲﾝｼﾞﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ
付加物

200mg MSD HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤
(AIDS治療薬)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

CRM 10 TTS-150 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 920710収載
CRM 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

CRM 糖衣錠 赤 無 ｶﾙﾐｵｼﾞﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 宇治製薬-共和薬品工業 血管拡張剤 04頃中止 0307販売移管
（前：宇治製薬の営業権
取得）

CRM 25 TTS-151 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 920710収載
CRM 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

CRM 50 CRM50:TTS-152 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 920710収
載

CRM 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

CRN C N CRN 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 9604本
体刻印 920710収載

CRP 糖衣錠 黄 無 ｸﾗﾋﾟﾉﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 平滑筋弛緩剤 0201中止 9103製造元(三
全->東亜)

CRS CR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｶﾙｿﾞﾙﾝG30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg 日本ﾍｷｻﾙ 血管強化･止血剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CRS MO430 MO430 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙 ﾁﾄﾚｽﾄ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 持田製薬 組織呼吸賦活剤 0811中止
CRSV CR218SV 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ｶﾚﾝﾊﾞﾛｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 進化製薬 高脂血症治療剤 9409中止
CRT CRT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾘｽﾁﾝ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 東亜医薬品工業 去痰･粘膜正常化剤 9003中止
CRT 糖衣錠 赤 無 ｸﾗｯﾄ ｸﾗﾃｸﾞｽ乾燥ｴｷｽ 30mg 全星薬品工業 強心剤 9512中止
CRY CY 21 CRY-50 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾛｲｼﾝ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
CRY CY 22 CRY-200 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾛｲｼﾝ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

80 / 404 ページ



CS SW-CS 裸錠 白 有 ｺｶｾﾘﾝ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈
用剤

9301中止

CS Tw:CS Tw.CST100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾚﾝｿｰﾙ錠･100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0703中止 86本体追加
CS CS CS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾞｼﾞﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾞｼﾞﾃﾝ) 0208

CS 糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
CS 糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
CS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾓｼﾞﾘﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
CS ZE 01:10 CS10 ZE01:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ｃa拮抗剤/高血

圧･狭心症治療剤
0212ﾋｰﾄ変更 920710収
載

CS M211 CS-10 裸錠 白 有 ｸﾛｻｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 模範薬品研究所 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9201中止
CS ZE 02:20 CS20 ZE02:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤/高血

圧･狭心症治療剤
0302ﾋｰﾄ変更 920710収
載

CS CS 50 裸錠 白 無 ｼﾛｼﾅﾐﾝ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｻﾝﾄﾞ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 000707収載

CS CS 100 裸錠 白 無 ｼﾛｼﾅﾐﾝ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 000707収載

CSA ZE 66 ZE66 CSA:10mg 裸錠 橙黄 無 ｶｻﾝﾐﾙ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 高血圧・狭心症治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｻﾝﾐﾙ) 0210
ﾋｰﾄ変更 0110本体ｺｰﾄﾞ

CSA CHO 1 [ｼｰｴｲﾁｵｰ] CSA 1 裸錠 白 有 ｻﾓﾌｧﾛﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 経口抗凝血剤 0312中止 0107販売，ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CSE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡黄褐 ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0206ﾋｰﾄ変更

CSEA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛｾｰﾄ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 富山化学工業 脳代謝改善剤 9604中止
CSF CSF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾌﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ-科研製薬 代謝拮抗剤 9901中止 9503製造元変

更
CSM 332 CSM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺｽﾓﾍﾞｯｸ錠 ｴﾑｴﾌ 前立腺肥大症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 9603社

名変更 940708収載
CSP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
CSP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
CST CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓｽﾄﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)
960705収載

CST Tw:CS Tw.CST100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾚﾝｿｰﾙ錠･100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0703中止 86本体追加
CSTEZ GS:TEZ GS TEZ:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠5mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 5mg(ﾊﾟﾛｷｾﾁ

ﾝとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤
100924収載

CT CT 腟錠 白 無 ｱﾃﾞｽﾀﾝ腟錠300mg 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞｽﾀﾝG300)

CT CT CTP:COX 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠｢ｺｯｸｽ｣
12.5mg

ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日本ﾍｷｻﾙ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

99中止 970711収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CT CT CT 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｻﾝﾄﾞ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0711頃中止 060707収載
(商品名変更に伴い，前:ｶ
ﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠｢ﾍｷｻﾙ｣
12.5mg) 0604ﾋｰﾄ裏記号

CT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾒﾁﾝ ﾒﾄｶﾙﾊﾞﾓｰﾙ 250mg 宇治製薬 骨格筋弛緩剤 9809中止
CT CT:IW 裸錠 白 無 ｺﾝﾀﾉｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 岩城製薬 気道粘液溶解剤 9810中止 9112変更
CT CT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ｼﾝｼﾘﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
CT 糖衣錠 白 無 ﾁｵｾﾌﾟﾛｰｾﾞ錠 ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 0809中止
CT CT 4:☆ORGANON CT4:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠10mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 10mg MSD-第一三共 四環系抗うつ剤 1010製造販売元社名変

更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)
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CT CT CT 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢AFP｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
CT IW 02 CT5 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｲﾜ

ｷ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 岩城製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

CT CT 7:Organon ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ-三共 四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄) 0104製造
元変更 9709ﾋｰﾄ裏変更

CT CT 7:Organon CT7:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg MSD-第一三共 四環系抗うつ剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

CT IW 03 CT10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｲ
ﾜｷ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 岩城製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

CT Tu CT-50 糖衣錠 黄 無 ｼｽﾁﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 辰巳化学 気道粘膜疾患治療剤 96中止
CT 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0303迄) 9711ﾋｰﾄ

変更
CT SW 089 SW-089 30:30mg 裸錠 白 無 ｸﾗﾙｰﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 旧品名(100528ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ

塩酸塩錠30mg｢ｻﾜｲ｣に
変更) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｸﾗﾙｰ

CT 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9806ﾋｰﾄ
変更

CT CT CT222SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｺﾗｽ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 進化製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

9603中止 900713収載

CTC C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
CTC C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9111変更
CTN P T 裸錠 白 有 ｶﾃﾌﾟﾁﾝ錠0.05mg 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.05mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
CTP CT CTP:COX 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠｢ｺｯｸｽ｣

12.5mg
ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日本ﾍｷｻﾙ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
99中止 970711収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CTP CT CT 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｻﾝﾄﾞ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0711頃中止 060707収載
(商品名変更に伴い，前:ｶ
ﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠｢ﾍｷｻﾙ｣
12.5mg) 0604ﾋｰﾄ裏記号

CTR SW CTR 5 SW-CTR5 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

CTR SW CTR 10 SW-CTR10 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

CTSV CT CT222SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｺﾗｽ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 進化製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

9603中止 900713収載

CUE CUE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟｶﾙｽ配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・岩城製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾟｶﾙｽ錠)

CUES CUE S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾋﾟｶﾙｽS配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾟｶﾙｽS錠)

CUL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 125mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
CUL 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
CUP C 50 TTS-651 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｸｰﾍﾟﾗｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 高田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 900713収載
CUP C 100 TTS-652 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｸｰﾍﾟﾗｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 高田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 900713収載
CV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｾﾙﾍﾞﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 消化管運動調律剤 0202中止 9710ﾋｰﾄ記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
CV 裸錠 白 有 ｱﾘｻｲ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性ACE阻害降圧剤 0607中止 0308ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
CV Tu CV-002 2mg 裸錠 白 有 ｺﾝﾎﾞﾝ錠2mg 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
気管支拡張剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾝﾎﾞﾝ錠)
CV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

第一三共 広範囲経口抗菌剤 1003中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
CVC 裸錠(花型) 淡赤 有 ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ

変更
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CW SW CW2 SW-CW2 2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｽﾛｰ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0512ﾋｰﾄ変更，ｺｰﾄﾞ記載
050708収載

CW SW CW4 SW-CW4 4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｽﾛｰ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0512ﾋｰﾄ変更，ｺｰﾄﾞ記載
050708収載

CX 裸錠 白 有 ｲﾋﾟﾉﾃｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

CX CX34 20 CX34 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾐｶﾞｽﾁﾝ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｹﾐｯｸｽ H2受容体拮抗剤 中止
CX CX 100 CX100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾞｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1012中止

CX CX 200 CX200：200 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾞｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1012中止

CY 糖衣錠 赤 無 ｶｲﾓﾗｰﾙ 50000ｱｰﾏｰ
単位

東京田辺製薬 抗腫脹酵素剤 9105中止

CY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾄｸﾛﾏｰﾄ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 長生堂製薬 組織呼吸賦活剤 0402中止 900713収載
CY CY:PMB5 SCHERING 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾓﾎﾞﾗﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾃﾉﾛﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0204ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9601ﾋｰﾄ

CY Tu-CY 003 Tu CY-003 裸錠 白 有 ｶﾙﾖﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 辰巳化学 気管支拡張剤 0907中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｶﾙﾖ
ﾝ錠)

CY CY 21 CRY-50 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾛｲｼﾝ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
CY CY 22 CRY-200 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾛｲｼﾝ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
CY CY250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑(青線2

本)
ﾃﾞﾉｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ 250mg 田辺製薬 抗ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ化学療

法剤
0502中止 970725収載

CY Th368 Th368 CY:CY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙 ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ｢BM｣ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 細胞呼吸賦活剤 9808中止 951201商品名
変更(前:ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ
｢BMT｣)

CYC Tw.CYC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/類白 ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄC｢ﾄｰﾜ｣ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 東和薬品 脳･末梢循環改善剤 94中止
CYC KI 2192 CYC:MECT KI-2192 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗﾚｰﾄ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ﾒｸﾄ 脳･末梢血流改善剤 9005中止
CYK KC-102 CYK250 KC-102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾕｰｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 科研製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9701中止
CYK KC-100 CYK500 KC-100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾕｰｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 科研製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9701中止
CYK KI 6161 CYK:MECT KI-6161 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫/赤紫 ｻｲｺｻｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8606中止
CYT SEARLE 111 SEARLE 111 裸錠 (形状:六

角形)
白 有 ｻｲﾄﾃｯｸ錠200 ﾐｿﾌﾟﾛｽﾄｰﾙ 200μ g ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 抗NSAID潰瘍剤

CYTD YT V1 YT-V1:YT-V1 CYT-D 口腔内崩壊錠 白 有 ｻｲﾄｯｸD錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 990315承
認 9907販売

CYXO Y:CY XO Y-CYXO 糖衣錠 白 無 ﾁｽﾀﾆﾝ糖衣錠100mg L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 田辺三菱製薬 去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｽﾀﾆﾝ糖衣

CZ TKS 401 CZ:TKS401 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｰｼﾞﾘﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

旧ﾋｰﾄ 0110販売元変更
(旧:ﾅｶﾞｾ医薬品)

CZ Tw CZ Tw.CZ 裸錠 淡褐 無 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 東和薬品 骨格筋弛緩剤 92中止
CZ 裸錠 薄桃 有 ｲﾝﾄﾆｽ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
0603頃中止 000707収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

CZ CZ-30 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｿﾞﾈｰﾄ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 長生堂製薬 止血剤 9005中止

CZ SWCZ 50 SW-CZ50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
50mg｢ｻﾜｲ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 070706収載

CZ CZ 50 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CZ SWCZ 100 SW-CZ100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg 沢井製薬 不整脈治療剤 070706収載

CZ CZ 100 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CZC CZC-30 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 大洋薬品工業 血管強化･止血剤 8803中止 薬価削除
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CZSV CZ CZ122SV 裸錠 白 無 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ錠SV ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 進化製薬 筋弛緩剤 9603中止 9104製造販売
CZT CIZELIN 100 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
CZT CIZELIN 200 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
D 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ-D錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾒｽﾄﾗﾉｰ

ﾙ
5mg，0.05mg 塩野義製薬 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0903中止 0612ﾋｰﾄ表裏D

追加 0004ﾋｰﾄ変更，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

D NOLVADEX 20 D:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 乳癌治療剤 旧品名(0606迄)，旧ﾋｰﾄ，
商品名変更に伴い(新:ﾉﾙ
ﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠20mg) 0407ｺｰ
ﾄﾞ変更

D CE:D CE/D 1mg 裸錠 白～微黄 無 ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ錠1mg ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ 1mg 化研生薬 円形･粃糠性脱毛症，放
射線による白血球減尐症

0208ﾋｰﾄ変更(SP→
PTP)，ｺｰﾄﾞ記載，裏商品

D D 裸錠 白 有 ﾄﾞｲｽﾛｰﾙ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 日本ﾍｷｻﾙ 気管支拡張剤 0012中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

D 赤線2本 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙD 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 旧ﾋｰﾄ(0904迄)
D D○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
2.5mg 富士製薬工業 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで)

D 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈｿﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.53mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 8905色変更
(旧:桃)

D 裸錠 白 有 ﾚｺﾆﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 富山化学工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9506中止
D Tw.D3 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
D Tw.D3 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
D TE D1 TED1 裸錠 白 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠

50mg｢TE｣
塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 50mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ

ﾃﾗｽ製薬
不整脈治療剤 100528収載

D Tw.D3 1.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
D D 01 D01 DOJ：75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75｢DJ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
同仁医薬化工-東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ

H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

D TE D2 TED2 裸錠 白 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠
100mg｢TE｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ
ﾃﾗｽ製薬

不整脈治療剤 100528収載

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｯﾌﾟ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬 抗悪性腫瘍剤 0011中止
D D 02 D02 DOJ：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150｢DJ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
同仁医薬化工-東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ

H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

D FS D03 FS-D03 裸錠 白 有 ｼﾞﾒｷｼﾝ錠 ｽﾙﾌｧｼﾞﾒﾄｷｼﾝ 250mg 扶桑薬品工業 持続性ｻﾙﾌｧ剤 0509中止 9912ﾋｰﾄ商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9510本体

D Pfizer D05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9508

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

D FS D05 FS-D05 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠”ﾌｿｰ” ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 扶桑薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0312中止
D HT5D 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾙﾄ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 堀田薬品合成 鎮痙剤，胃･十二指腸潰

瘍治療剤
9103中止

D Pfizer D06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

D D7 TSU430 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾑﾅｯﾄ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 鶴原製薬 精神安定剤 0106本体記号追加
920710収載

D HT8D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｹﾄﾐﾆﾝ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 堀田薬品合成 鎮痙鎮痛剤 中止 900713収載
D ML HT9D 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾘｰｽﾞ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 堀田薬品合成 筋緊張･循環改善剤 0001中止 9408本体刻印

900713収載
D FS D10 FS-D10 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱﾘｰﾄﾞ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 扶桑薬品工業 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載

D KB D10 DC10 裸錠 黄～橙黄 有 ﾃﾞｶｽ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 強心剤 9812中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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D EE 24:D 10 EE24 10mg:EE24 10 口腔内崩壊錠 白～淡黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢
EMEC｣

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

081107収載

D HT 10D HT10D 裸錠 微黄白 有 ﾚｸﾞﾗｽ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 堀田薬品合成 自律神経調整剤 9708中止 950707収載
D C-11D APD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡黄 ｱﾛﾋﾟｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 中外製薬 消炎鎮痛剤 9109中止 中外のｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ

錠(ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ，中止)と
同じｺｰﾄﾞ

D C-11D APD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 中外製薬 消炎鎮痛剤 9104中止 中外のｱﾛﾋﾟｼﾞﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ(ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ，中
止)と同じｺｰﾄﾞ

D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝSP ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ﾏﾙｺ製薬 解熱･鎮痛･消炎剤 0402中止 0304ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載 9805ﾋｰﾄ
変更

D HT11D HT11D 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼｰﾀｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 堀田薬品合成 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0001中止 980710収載
D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾓｽｹﾞﾝS錠50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 抗痙縮剤 9406中止
D HT 12D HT12D 裸錠 白～淡黄白 有 ｾﾞﾐﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 堀田薬品合成 筋緊張緩和剤 中止 970711収載
D T 20 D T20 SCHERING:20mg 裸錠 白 無 ﾀｽｵﾐﾝ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg(ﾀﾓｷｼ

ﾌｪﾝとして)
ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝD錠)，ﾋｰﾄ裏MPI406と
D20削除

D ICI421 20D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 900601
収載

D ZNC 421 20D D:ZENECA 421
耳:ZENECA 421 20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｾﾞﾈｶ薬品 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

D ZNC421 20D D:ZNC421 20
AstraZeneca

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0407迄) 00ﾋｰﾄ変
更(ZENECAを
AstraZenecaに)

D EE 25:D 20 EE25 20mg:EE25 20 口腔内崩壊錠 白～淡黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢
EMEC｣

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

081107収載

D 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾌﾉｽ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾏﾙｺ製薬 冠循環改善剤 9910中止
D FN21D 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾊｲｸﾛﾚｰﾄ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ

ﾀﾞｳ)
動脈硬化用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

D MD 21D 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾊｲｸﾛﾚｰﾄ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 動脈硬化用剤 9507中止 9201変更(社名
変更の為)

D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾊﾟﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 抗血小板剤 0606頃中止 9805ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

D ISCOTIN 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠50mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 50mg 第一製薬 結核化学療法剤 0512中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

D DRT-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾉﾚｽﾄ50 ﾌｪﾝﾁｱｻﾞｸ 50mg 日本ﾜｲｽ-日本商事，ﾜｲ
ｽ･ｴｰｻﾞｲ

解熱鎮痛消炎剤 9112中止

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｾﾅﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製
剤

1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

D DRT-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾉﾚｽﾄ100 ﾌｪﾝﾁｱｻﾞｸ 100mg 日本ﾜｲｽ-日本商事，ﾜｲ
ｽ･ｴｰｻﾞｲ

解熱鎮痛消炎剤 9112中止

D -NEO- ISCOTIN 裸錠 白 有 ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸
ﾅﾄﾘｳﾑ

100mg 第一三共 結核化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾄﾗｷｼﾝ錠 ﾒﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 第一製薬 精神神経安定剤 9207中止
D 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠10mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg(ﾛﾌｪﾌﾟﾗ

ﾐﾝとして)
第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ裏変更，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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D 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠25mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

D 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 第一三共 消化器系鎮痙･鎮痛剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠)

D 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

橙 有 ﾄﾗﾝｺﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 第一製薬 静穏筋弛緩剤 9610中止

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠100mg ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 第一三共 抗炎症鎮痛剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞﾛﾝ錠)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 第一三共 消炎鎮痛剤 0903中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱｸﾁﾅﾐﾝ 塩化ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ 10mg 第一製薬 胃腸機能改善剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

名記載(ｶﾀｶﾅ)
D 糖衣錠 薄橙 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠40mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 40mg 第一三共 統合失調症治療剤 1004よりﾊﾞﾗ包装のみ
D 糖衣錠 白 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠20mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 20mg 第一三共 統合失調症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

D 裸錠 白 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

D 裸錠 橙 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

D 裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ

D D119 裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 1006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

D 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

D 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

D 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共 抗精神病剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 田辺三
菱製薬とﾋｰﾄ異なる

D 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

D 裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

D 裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異
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D RU:164 D RU 164D 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾘｯﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 酸安定性･持続性ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

0001社名変更 9702ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

D MA 170 MA170：D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白～微黄白 無 ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝ配合腸溶錠 ﾏﾙﾎ 喘息治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝD
錠)，ﾋｰﾄ裏D削除

D NPI:C NPI-217D 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 920710収載
D NPI 219D NPI-219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾄﾚｽL錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本薬品工業 持続性脳微小循環改善 9902中止 960705収載
D NPI 219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本医薬品工業 持続性脳微小循環改善 99中止 980710収載
D NPI 232D NPI-232D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾚﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日本薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載
D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠125mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 第一三共 不整脈治療剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬) 97ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠250mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 250mg 第一三共 不整脈治療剤

に伴い，前:第一製薬)
D 裸錠 白 有 ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠10mg 塩酸ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ 10mg 第一三共 脳･末梢血行動態改善

剤，子宮鎮痙剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠)

D 裸錠 薄橙 有 ｱﾎﾟﾌﾟﾛﾝ錠0.25mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.25mg 第一三共 高血圧症治療剤，精神神
経疾患治療剤

0806商品名変更(前:ｱﾎﾟ
ﾌﾟﾛﾝ錠)

D 裸錠 白 無 ﾐｵﾄﾛﾝ錠 ﾌﾗｻﾞﾎﾞｰﾙ 1mg 第一製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9603中止 9003変更
D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 第一製薬 脳循環代謝改善剤 9911中止 97ﾋｰﾄ裏変更

記載(ｶﾀｶﾅ
D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠30mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療

剤
に伴い，前:第一製薬)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠60mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 60mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療
剤

に伴い，前:第一製薬)
D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 第一三共ｴｽﾌｧ 高脂血症治療剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠1.25mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 1.25mg 第一三共 慢性心不全治療剤

に伴い，前:第一製薬)
021206収載

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠2.5mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 2.5mg 第一三共 慢性心不全治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠2.5mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 2.5mg 第一三共 慢性心不全治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠10mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 第一三共 持続性高血圧･狭心症治
療剤 慢性心不全治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

体割線追加，ｺｰﾄﾞ印刷→
刻印，ｻｲｽﾞ変更

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠20mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 第一三共 高血圧･狭心症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
D 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0704
社名変更(統合に伴い，
前:第一製薬)
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D 2mg:2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
D 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0705

D 4mg:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
D 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈﾗﾝ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎﾙﾐﾗｰｾﾞ 第一製薬 消化酵素剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

載(ｶﾀｶﾅ)
D 裸錠 白 有 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ錠5mg ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 5mg 第一三共 ﾚﾄﾛ･ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ)
D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟｽﾑｽ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 第一製薬 胆･膵･尿路鎮痙剤 0312中止 98ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾉｲｴﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍

治療剤
1010製造販売元変更(前:
第一三共)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾝﾃｯｸ錠200mg ﾏﾛﾁﾗｰﾄ 200mg 第一三共 肝蛋白代謝改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝﾃｯｸ錠)

D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ
ﾋﾞﾒﾘﾝとして)

第一三共 口腔乾燥症状改善薬

に伴い，前:第一製薬)
0202製造元変更(前:雪印

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠200mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠)

D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾ

D 裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
020705収載(商品名変更
前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白～淡黄白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
D

ATP20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ATP腸溶錠20mg｢第一三

共｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 第一三共 ATP製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ATP腸溶錠”
第一”)

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0808迄) 0710承継
(第一三共より) 0705ﾋｰﾄ
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D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠)

D 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 第一三共 結核化学療法剤

に伴い，前:第一製薬)
D 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載(商品名変更 前:ｳｲﾝ
ﾄﾏｲﾛﾝ錠)

D 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 98ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 第一三共 結核治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ
D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

第一三共 広範囲経口抗菌剤 1003中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
D KI 1413 ATA-D:MECT KI-1413 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/無透明 ｱﾀﾘｽD d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ﾒｸﾄ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9107中止
DA M404 DA-0.25 裸錠 黄 有 ﾀﾞｲｻﾛｲﾄﾞ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 模範薬品研究所 血圧降下剤 9101中止
DA KB DA-1 DA-1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0107迄) 9609ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収

DA SDF1.25 1.25mg：1.25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
1.25mg) 0301ﾋｰﾄ変更
9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

DA KB DA-2 DA-2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0105迄) 9609ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収

DA LDY2.5 2.5mg:2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
2.5mg) 0302ﾋｰﾄ変更
（2.5mg追加等）

DA 5 SW-DA 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 9409中止
DA 裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
DA 裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9203変更
DA 2 SW-021 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 沢井製薬 抗不安剤 旧本体(99まで)
DACT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱｸﾁﾅﾐﾝ 塩化ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ 10mg 第一製薬 胃腸機能改善剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

名記載(ｶﾀｶﾅ)
DAIKO 裸錠 白 無 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管ｶﾞｽ駆除剤 0712中止
DAIKO 裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ錠｢ﾀﾞ

ｲｺｰ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0609中止 9009変更

DAIKO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾛｰｽﾞ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 920710収載
DAIKO 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾃｼﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大興製薬 非ﾋﾟﾘﾝ系･非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系鎮

痛･消炎･解熱剤
01頃中止 940708収載

DAIKO 裸錠 黄 無 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 大興製薬 昇圧剤 88中止
DAIKO 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9911中止 9009変更
DAIKO 糖衣錠 淡青 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 94中止 9009変更
DAIKO 糖衣錠 白 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 大興製薬 精神神経用剤 91中止
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DAIKO 裸錠 白 有 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾀﾞｲ 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 大興製薬 鎮咳剤 91中止
DAIMETON DAIMETON 500 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾒﾄﾝ錠500mg ｽﾙﾌｧﾓﾉﾒﾄｷｼﾝ 500mg 第一製薬 持続性ｻﾙﾌｧ剤 9403中止
DAIS DAI-S:KI-3121 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲｻｼﾞﾝS錠 ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 9806中止
DAL ROCHE 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 催眠鎮静剤 9504中止
DAL ROCHE 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日本ﾛｼｭ 催眠鎮静剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
DAL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠125mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 第一三共 不整脈治療剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬) 97ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
DAL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠250mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 250mg 第一三共 不整脈治療剤

に伴い，前:第一製薬)
DAM Sc 315 Sc315 DAM1.25:1.25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞﾑｾﾞｰﾙ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 三和化学研究所 経口血糖降下剤 0308ﾋｰﾄ変更 990709収
DAM Sc 317 Sc317 DAM2.5:2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾀﾞﾑｾﾞｰﾙ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 三和化学研究所 経口血糖降下剤 03頃ﾋｰﾄ変更（Sc317裏

から表，裏商品名記載）
990315承認

DAN Sc 235 Sc235 DAN200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾞﾝｽｰﾙ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 三和化学研究所 H2受容体拮抗剤 0207ﾋｰﾄ裏記号(Sc235)
表へ 9605ﾋｰﾄ商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

DAPL 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠10mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg(ﾛﾌｪﾌﾟﾗ
ﾐﾝとして)

第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ裏変更，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

DAPL 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠25mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

DART ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠1.25mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 1.25mg 第一三共 慢性心不全治療剤

に伴い，前:第一製薬)
021206収載

DART ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠2.5mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 2.5mg 第一三共 慢性心不全治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

DART ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠10mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 第一三共 持続性高血圧･狭心症治
療剤 慢性心不全治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

体割線追加，ｺｰﾄﾞ印刷→
刻印，ｻｲｽﾞ変更

DART ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠20mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 第一三共 高血圧･狭心症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
DAT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾄﾗｷｼﾝ錠 ﾒﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 第一製薬 精神神経安定剤 9207中止
DATP

ATP20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ATP腸溶錠20mg｢第一三

共｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 第一三共 ATP製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ATP腸溶錠”
第一”)

DB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠DB 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 080704収載

DB DB 裸錠 白 無 ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，
150mg

ﾗｲｵﾝ-ｴｰｻﾞｲ 解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾌｧﾘﾝ330mg
錠)

DB PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
DB PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
DB C-39A 250 C-39A・250：250 裸錠 白 無 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
DB PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
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DB PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DB C-39A 500 C-39A・500：500 裸錠 白 有 ｼﾞｱﾍﾞﾝ錠500mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 中外製薬 糖尿病用剤 0508中止
DBB KL 113:DBB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾍﾞﾄｽB錠 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ 50mg 日本ｶﾞﾚﾝ 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9607まで) 9501社

名変更
DBN 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈﾗﾝ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
DBR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 第一製薬 脳循環代謝改善剤 9911中止 97ﾋｰﾄ裏変更

記載(ｶﾀｶﾅ
DBS 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈｿﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.53mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 8905色変更

(旧:桃)
DBT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠30mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療

剤
に伴い，前:第一製薬)

DBT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠60mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 60mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療
剤

に伴い，前:第一製薬)
DC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｸﾁﾙ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 平滑筋収縮緩和剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前：ﾀﾞｸﾁﾙ錠)

DC KB D10 DC10 裸錠 黄～橙黄 有 ﾃﾞｶｽ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 強心剤 9812中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DC SW-041:SW-DC 糖衣錠 橙 無 ﾀﾞｸﾁﾚｰﾄ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 沢井製薬 鎮痙剤 89中止
DCOV 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0704
社名変更(統合に伴い，
前:第一製薬)

DCOV 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に
伴い(協和発酵へ) 0705

DCRL DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ｴﾑｴﾌ 徐放性非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎
鎮痛剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

DCS DCS DCS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸｻﾅｰﾙ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 三亜製薬 消炎鎮痛剤 9301中止
DCT 糖衣錠 白 無 ｼﾞｾﾀﾐﾝ錠25 塩酸ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ

ｱﾐﾝとして)
塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に

伴い(新：高田製薬)
DCT DCT 25 25:TTS-318 25 糖衣錠 白 無 ｼﾞｾﾀﾐﾝ錠25 塩酸ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ

ｱﾐﾝとして]
高田製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 1004ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(前：塩野義製薬)
DCT DCT250 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰 無 ﾃﾞｶﾎﾞﾗﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 同仁医薬化工 血圧降下剤 中止
DCV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

第一三共 広範囲経口抗菌剤 1003中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
DDP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠200mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠)
DDPN 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ

ﾐﾝ
1mg 第一三共 消化器系鎮痙･鎮痛剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠)
DDUP 裸錠 白 有 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ錠5mg ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 5mg 第一三共 ﾚﾄﾛ･ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ)
DDUV 裸錠 白 有 ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠10mg 塩酸ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ 10mg 第一三共 脳･末梢血行動態改善

剤，子宮鎮痙剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠)

DE μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東京田辺製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9604まで) 900713
収載

DE μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東京田辺製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで) 900713
収載
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DEC DEC 10 DEC10：DEC10 10mg 裸錠 黄 有 ﾃﾞｶﾝﾄｲﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工，三和
化学研究所

代謝性心賦活剤 0803中止 0711三和化学
中止

DEM 裸錠 白 無 ｼﾞﾒﾄｯｸｽ錠1 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

持続性心身安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 0305ﾋｰﾄ変更（裏

DEM 裸錠 薄橙 有 ｼﾞﾒﾄｯｸｽ錠2 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

持続性心身安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 070706収載

DES 裸錠 白～帯黄白 有 ﾃﾞｽﾘﾎﾟｰｾﾞ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0203頃中止 900713収載
DESTROMY
DE

DESTROMYDE150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｽﾄﾛﾏｲﾄﾞ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 進化製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9312中止

DESTROMY
DE

DESTROMYDE300mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｽﾄﾛﾏｲﾄﾞ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 進化製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9310中止

DET 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1009迄)
060601収載

DET 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1010迄)
060601収載

DEV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ
ﾋﾞﾒﾘﾝとして)

第一三共 口腔乾燥症状改善薬

に伴い，前:第一製薬)
0202製造元変更(前:雪印

DEX SW-687:SW-DEX300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｷｽﾙ300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 沢井製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 90中止
DEXPEPE 耳:DEXPEPE-150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｷｽﾍﾟﾍﾟ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 東邦新薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 中止
DEXPEPE 耳:DEXPEPE-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｷｽﾍﾟﾍﾟ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 東邦新薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 中止
DEZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝSｶﾌﾟｾﾙ 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 96ﾋｰﾄ

変更
DEZS DEZ-S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝﾐﾆｶﾌﾟｾﾙ 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 9001中止 薬価削除
DF SW-945 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-

DF0.25)削除 田辺三菱製
薬とﾋｰﾄ異なる

DF SW-946 0.5:0．5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-DF0.5)
削除 田辺三菱製薬とﾋｰﾄ
異なる

DF SW-947 1:1μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-DF1)
削除 田辺三菱製薬とﾋｰﾄ
異なる

DF Y DF25 Y-DF25 25mg：25mg 糖衣錠 緑 無 ﾃﾞﾌｪｸﾄﾝ糖衣錠25mg 塩酸ｶﾙﾋﾟﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0512頃承継
(長生堂製薬より) 0411製
造元変更

DF Y DF50 Y-DF50 50mg：50mg 糖衣錠 緑 無 ﾃﾞﾌｪｸﾄﾝ糖衣錠50mg 塩酸ｶﾙﾋﾟﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0512頃承継
(長生堂製薬より) 0411製
造元変更

DFL DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大洋薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名（061208迄)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)，商品名変
更に伴い(新:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸＬ
ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg)

DFL DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ｴﾑｴﾌ 徐放性非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎
鎮痛剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

DFL DF-L 164 37.5mg [ｼｵﾉ会社ﾏｰ
ｸ]

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 徐放性鎮痛･抗炎症剤 9806ｴﾑｴﾌから承継，承
継後製造実績なく薬価削

DFN 245 DFN 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 9407本
体刻印
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DFO 糖衣錠 白 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠20mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 20mg 第一三共 統合失調症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

DFO 糖衣錠 薄橙 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠40mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 40mg 第一三共 統合失調症治療剤 1004よりﾊﾞﾗ包装のみ
DG 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢山之内｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 山之内製薬 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0205製造元変更，0206中

止(京都薬品工業へ承
継，ｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.25)

DG DG 7:☆ORGANON DG7:1mg 裸錠 白 有 ｵﾊﾞﾎﾟｰｽﾞ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 0409中止 9701ﾋｰﾄ裏変
更(DG7削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

DG C-21A 0.25:C-21A 0.25 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0206本体記号割線の両
側に 010907品名変更
(前:ｼﾞｺﾞｼﾝ錠）

DG Tw DG 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 東和薬品 経口血糖降下剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠)
9304変更(ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊ
ｲﾑより承継)

DG SW 684 SW-684 1:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 沢井製薬 起立性低血圧･片頭痛用
剤

10頃中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃﾞﾙ
ｺﾞｯﾄ錠)

DGB 裸錠 白 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

DGB 裸錠 橙 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

DGC DGC040 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/紅 ﾄﾞﾉﾎﾟﾝGｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 同仁医薬化工 膵･胆道系鎮痙剤 中止
DGL

0.25mg
糖衣錠 淡黄緑 無 ｼﾞｷﾞﾗﾉｹﾞﾝC錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社

名変更 0504社名変更(合
併)

DGL 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血糖降下剤 92中止
DGN 221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾙｶﾞﾆﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 97ﾋｰﾄ変

更 9606ﾋｰﾄ変更 9510本
DGR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)
DGR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)
DGT 裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社

名変更 0504社名変更(合
併)

DH DH DH217SV 裸錠 白 無 ﾘﾃﾙｾﾝ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 進化製薬 血管拡張剤 9504中止
DHG HOE DHG:10 HOE DHG10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ10mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1007中止 0306ﾋｰﾄ表

10mg追加
DHO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎﾙﾐﾗｰｾﾞ 第一製薬 消化酵素剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

載(ｶﾀｶﾅ)
DHSV DH DH217SV 裸錠 白 無 ﾘﾃﾙｾﾝ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 進化製薬 血管拡張剤 9504中止
DHT HOE DHT:20 HOE DHT 20 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ20mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1008中止 0304ﾋｰﾄ表

20mg追加
DI 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞﾋﾟﾗﾓｰﾙ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 冠血管拡張剤 0902頃中止 0707承継(長

生堂製薬より)
DI DI DI116SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)
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DI TKS 410 TKS410 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｵﾘｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 気道潤滑去痰剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 071221収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾀﾞｲｵﾘｰﾙ錠)

DI DI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗めまい剤 92中止

DIA Sc 224 DIA30:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠30mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 30mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0104
本体(楕円形へ)，割線(無
→有)，ﾋｰﾄ(Sc224削除)
変更

DIA Sc 223 DIA 60：60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)
010907収載(商品名変更
前:ﾀﾞｲｱｰﾄ錠)

DID 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾈﾙ錠200 ｴﾁﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本住友製薬 骨代謝改善剤 14錠ﾋｰﾄには｢DID-200｣
記載なし 0205ﾋｰﾄ変更

DIE 裸錠 淡黄赤 無 ｼﾞｳｺﾘﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 富山化学工業 降圧剤 9604中止
DIF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DIF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴
い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DIFP Pfizer D05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
DIFP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9508

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
DIFP Pfizer D06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
DIFP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
DIL DK 617 DK617 DIL50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾀﾞｲﾄ-三和化学研究所 心・腎疾患治療剤 0711中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ｼﾞﾗ
ｾﾞﾐﾝ錠) 0208錠剤色調
(白さ増)，ﾋｰﾄ変更

DILAZE SYT 035 SYT035 耳:DILAZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞｱｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 三恵薬品 冠血管拡張剤 中止 900713収載
DIM -NEO- ISCOTIN 裸錠 白 有 ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸

ﾅﾄﾘｳﾑ
100mg 第一三共 結核化学療法剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠)
DIN ISCOTIN 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠50mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 50mg 第一製薬 結核化学療法剤 0512中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
DIN 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 第一三共 結核化学療法剤

に伴い，前:第一製薬)
DIP 25mg:25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾛﾊﾟｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾀﾞｲﾄ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿降圧

剤
0011中止 98ﾋｰﾄ変更
(DIP削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

DIPY TSU263 12.5mg:12.5mg 糖衣錠 赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠12.5mg｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 鶴原製薬 冠循環改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠
(ﾂﾙﾊﾗ))

DIPY TSU264 25mg:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25mg｢ﾂﾙﾊ
ﾗ｣

ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 鶴原製薬 冠循環改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠
S(ﾂﾙﾊﾗ))

DISV DI DI116SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)
DISV DI DI133SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬 抗めまい剤 9603中止 9301変更
DIUS KI 2132 DIU-S:MECT KI-2132 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾞｳﾚﾝSｶﾌﾟｾﾙ ﾒｸﾄ 利尿降圧剤 9305中止
DIUTEREN SD212 DIUTEREN-30 裸錠 類黄 無 ｼﾞｳﾃﾚﾝ｢昭和｣30mg錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 昭和薬品化工 降圧利尿剤 9103中止
DK DK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾋﾟﾚｺｰﾙ錠 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg ﾀﾞｲﾄ 降圧剤 中止
DK CH-JN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞﾘｯｸｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 子宮内膜症治療剤 9512中止 940708収載
DK DK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾘｯｶｰ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ 消化管運動改善剤 0110中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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DK DK 012 DK012 25mg:DK012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾞｲｽﾊﾟｽ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0806ﾋｰﾄ表25mg追加等
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｽﾊﾟｽ錠)

DK DK-016 裸錠 白 無 ﾀﾞｲﾌﾃﾝﾄﾞ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾀﾞｲﾄ 脳代謝賦活･精神症状改
善剤

8906中止

DK DK-023 裸錠 白 有 ﾗﾉﾛｯｸ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg ﾀﾞｲﾄ 平滑筋鎮痙剤 中止
DK DK:24 DK24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾍﾞｰｽ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg ﾀﾞｲﾄ 脳代謝改善剤 9805中止 970711収載
DK DK 024 DK024 裸錠 白 無 ﾘﾌｪﾈｼﾝ錠250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg ﾀﾞｲﾄ 筋緊張性疼痛疾患治療 9804中止
DK DK 025 DK025 2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟｰﾛﾐﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0911ﾋｰﾄ表2.5mg追加等

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｰﾛﾐﾝ錠)

DK DK 026 DK026:100mg DK026 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

ﾀﾞｲﾄ-日医工，扶桑薬品
工業

抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ錠
100)

DK DK027 糖衣錠 白 無 ｴﾍﾟﾛﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾀﾞｲﾄ 筋緊張･循環改善剤 9601中止 920710収載
DK DK 043 DK043 裸錠 白 有 ﾒｷﾀﾐﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ﾀﾞｲﾄ-わかもと製薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 1009日医工中止 081219

収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒｷﾀﾐﾝ錠)

DK DK-065 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg ﾀﾞｲﾄ 血圧降下剤 中止
DK DK-068 裸錠 黄～橙黄 有 ﾋﾞｸﾀﾙ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ うっ血性心不全治療剤 中止
DK DK069 糖衣錠 黄 無 ｸﾗｽﾃｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾀﾞｲﾄ 脳微小循環改善剤 9902中止
DK DK072 裸錠 白 無 ﾀﾞｲﾚｲﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ﾀﾞｲﾄ 気道粘液溶解剤 0105中止
DK DK 073  DK 073 DK 073 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻｼﾞﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0902中止 0712商品名変

更(前:ｻｼﾞﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ)
DK DK 074 DK 074 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾆｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾀﾞｲﾄ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止 900713収載
DK DK 075 DK075 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾀﾞｲﾄ 気道潤滑去痰剤 中止 920710収載
DK DK 083 DK083 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｯﾄ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠
25mg｢日医工｣) 0209ﾋｰﾄ

DK DK 083 DK083 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠25mg
｢日医工｣

塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg(無水物
として)

ﾀﾞｲﾄ-日医工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾚﾝｾﾞｯﾄ錠)

DK DK 085  DK 085 DK085 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 止瀉剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾍﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ)

DK DK 088 DK088 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾛｷｼﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾀﾞｲﾄ 消化管運動調律剤 9712中止 920710収載
DK DK 101 DK101 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｻｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 頻尿治療剤 0805ﾋｰﾄ表200mg追加

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾎﾞｻｰﾄ錠)

DK DK 133 DK133 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｲﾄﾞ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 末梢性神経障害治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾁｺﾊﾞｲﾄﾞ)
0409本体ｺｰﾄﾞ追加

DK DK191 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾀﾞｲﾔﾛｰｽｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ﾀﾞｲﾄ 抗悪性腫瘍剤 0207中止
DK DK 232 DK 232 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾎﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾀﾞｲﾄ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 中止 900713収載
DK DK 233 DK233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉｻｼﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾀﾞｲﾄ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9712中止 900713収載
DK DK301 DK301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄

褐
ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾀﾞｲﾄ 不整脈治療剤 9906中止(日本医薬品工

業に承継) 940708収載
DK DK302 DK302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾀﾞｲﾄ 不整脈治療剤 9906中止(日本医薬品工

業に承継) 940708収載
DK DK 303 DK303 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃｿﾞｰﾙ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ 切迫流･早産治療剤 0008中止 940708収載
DK DK 304 DK304 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾚﾘｰｽ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ﾀﾞｲﾄ－あすか製薬，武田

薬品工業
慢性関節ﾘｳﾏﾁ治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾞﾚﾘｰｽ錠)，
ﾋｰﾄ表3mg追加

DK DK 305 DK305 裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨｿ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾀﾞｲﾄ 自律神経調整剤 9805中止 940708収載
DK DK 311 DK311:DK311 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｱﾘｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ﾀﾞｲﾄ ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 950707収載
DK DK 312 DK312 50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｱﾘｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0308ﾋｰﾄ変更 950707収
DK DK 321 DK321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾓｽﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾀﾞｲﾄ 経口蛋白分解酵素阻害 960705収載
DK DK 322 DK322 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9805中止 960705収載

ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
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DK DK 322 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 徐放性不整脈治療剤 0010中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日本医薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9705販売
DK DK 323 DK323 150mg：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 徐放性不整脈治療剤 旧品名(071221迄，新品

名:ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩徐放
錠150mg｢日医工｣) 0304
ﾋｰﾄ変更

DK DK 323 DK323 150mg：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩徐放錠
150mg｢日医工｣

ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 徐放性不整脈治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠)

DK DK 325 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｳﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 消化管運動改善剤 0010中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK DK 331 DK331:DK331 60mg 裸錠 薄紅 有 ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ﾀﾞｲﾄ 鎮痛･抗炎症剤 旧ｺｰﾄﾞ(00まで) 980710収
載

DK DK 332 DK332:DK332 30mg 裸錠 白 有 ｾﾙｽﾐﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾀﾞｲﾄ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0103中止 980710収載
DK DK334 DK334：100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾛｽﾀｽRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg ﾀﾞｲﾄ-旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0804中止
DK DK334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾛｽﾀｽRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 持続性Ca拮抗剤 0806中止 0304大正富山

医薬品販売
DK DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0706中止 0407ﾋｰﾄ変更
（表12.5mg追加等）

DK DK 342 DK342 5:5mg DK342 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｱﾙﾛｰﾙ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0103中止 980710収載
DK DK 343 DK343 10:10mg DK343 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾛｰﾙ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0103中止 980710収載
DK DK345 DK345 37.5mg:DK345

37.5mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞｲｽﾊﾟｽSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0810ﾋｰﾄ若干変更

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｽﾊﾟｽSRｶ

DK DK 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ﾀﾞｲﾄ-日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症治療剤 0107中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK DK 352
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ﾀﾞｲﾄ-ｻﾝﾄﾞ 高脂血症治療剤 0804中止 0602ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601販売元社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

DK DK 355 DK355 裸錠 白 有 ｽﾘｸﾞﾉｰﾙ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ 低血圧治療剤 02頃中止 990709収載
DK DK 403 DK403:DK403 2.5mg 裸錠 白 無 ｴﾅﾘﾝ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾘﾝ錠2.5)

DK DK 404 DK404:DK404 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾘﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾘﾝ錠5)

DK 20 DK405 DK405:DK405 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾊﾟｼﾞﾋﾟﾝLA20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0212中止 000707収載
DK 40 DK406 DK406:DK406 40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾊﾟｼﾞﾋﾟﾝLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾀﾞｲﾄ 持続性Ca拮抗剤 0212中止 000707収載
DK DK 409 DK409 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾙﾋﾟｰﾄﾞ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-あすか製薬，武田

薬品工業
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

DK DK 410 DK410 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾙﾋﾟｰﾄﾞ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ-あすか製薬，武田
薬品工業

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

DK DK 411 DK411 5:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾛﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0912中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

DK DK 412 DK412 10:10mg 裸錠 淡橙赤 有 ﾌﾟﾗﾊﾞﾛﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0908中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

DK DK 414 DK414 200mg：DK414
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱｺﾐｺｰﾙ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg ﾀﾞｲﾄ･ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・抗炎症
剤

0902ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ中止 06
年以前にﾀﾞｲﾄ中止

DK DK 415 DK415 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾘﾛｼﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業，ﾏｲ
ﾗﾝ製薬

尿失禁・頻尿治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

DK DK 416 DK416 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾘﾛｼﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業，ﾏｲ
ﾗﾝ製薬

尿失禁・頻尿治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

DK DK 418 DK418 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞｰ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ﾀﾞｲﾄ-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，持田製
薬

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 0704販売会社社名変更
(前:科薬) 060707収載
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DK D K:421 DK421 50mg:DK421 50mg 裸錠 薄紅 有 ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ錠50mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 50mg，
5mg(無水物
として）

ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業，日
医工

抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 080704収載

DK DK 502 DK502:DK502 10mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾘﾝ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

DK DK611 裸錠 白 有 ｺｰﾌｪﾙﾑ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾀﾞｲﾄ 起立性低血圧･血管性頭
痛治療剤

9806中止

DK DK 616 DK616:DK616 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｼﾞﾙ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 狭心症治療剤 0708中止 8907本体追加
DK DK 617 DK617 DIL50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾀﾞｲﾄ-三和化学研究所 心・腎疾患治療剤 0711中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ｼﾞﾗ
ｾﾞﾐﾝ錠) 0208錠剤色調
(白さ増)，ﾋｰﾄ変更

DK DK 618 DK618:DK618 2mg 裸錠 白 有 ｴﾙｺﾞﾓﾙﾄ錠2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ﾀﾞｲﾄ 末梢循環改善剤 0101中止 舌下錠
DK DK619:DK619 20mg 糖衣錠 白 無 ｾﾊﾟｼﾞﾋﾟﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾀﾞｲﾄ-扶桑薬品工業 Ca拮抗性降圧剤 0805中止
DK DK 620 DK620 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾄﾐﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg ﾀﾞｲﾄ 脳循環代謝改善剤 9901中止 900713収載
DK DK621 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｯｸ-R錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg ﾀﾞｲﾄ 持続性高血圧治療剤 05頃中止
DK DK 622 DK622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾛｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾀﾞｲﾄ β 遮断剤 中止 920710収載
DK DK 623 DK623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾛｰﾙ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ﾀﾞｲﾄ β 遮断剤 中止 920710収載
DK DK 624 DK624 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾍﾞｽﾉﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ 脳循環代謝改善剤 9706中止 920710収載
DK DK 625 DK625 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞﾁﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾀﾞｲﾄ 高脂血症治療剤 0105中止 920710収載
DKT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾝﾃｯｸ錠200mg ﾏﾛﾁﾗｰﾄ 200mg 第一三共 肝蛋白代謝改善剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾝﾃｯｸ錠)
DL Tw D.L Tw.D.L 裸錠 白(薄灰～淡

黄の斑点)
無 ｼﾞｱｾﾗL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｱｾﾗL錠)
DL 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙黄 ﾃﾞｺﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症治療剤 9612中止

DL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲｱﾘｺｰﾙ錠 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ｷｯｾｲ薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0308中止 0208ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

DL1)削除等
DL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲｱﾘｺｰﾙ錠20mg 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg ｷｯｾｲ薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0308中止 0210ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

DL2)削除
DL C-31C C-31C 500:500 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞｾﾗﾝ錠500μ g 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg(ﾋﾄﾞﾛｷ

ｿｺﾊﾞﾗﾐﾝとし
て)

中外製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0903中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞｾﾗ
ﾝ錠)

DL Th 141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾌﾗｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
DL DL DL217SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｰﾅ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 進化製薬 虚血性心疾患･脳血管障

害治療剤
9603中止

DLC DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大興製薬 消化管運動改善剤 9904中止 980710収載 大
洋のﾀﾞﾘｯｸ錠(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ)と
ｺｰﾄﾞ同じ

DLC DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞﾘｯｸ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 消化管運動改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄) 大興
のﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞ
ﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

DLF LA20:Hoechst LA20 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ20mg錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9506まで)
DLF DLF DLF:20 DLF20 20mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更

前：ﾗｼｯｸｽ20mg錠） 02ﾋｰ
ﾄ20mg追加

DLI DLI DLI:40 DLI40 40mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更
前：ﾗｼｯｸｽ錠） 0210ﾋｰﾄ
40ｍｇ追加

DLS Hoechst LR 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ-R錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ､ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 15mg，0.1mg ﾍｷｽﾄ薬品工業-日本ﾍｷ
ｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ

降圧剤 9707中止

DLSV DL DL217SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｰﾅ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 進化製薬 虚血性心疾患･脳血管障
害治療剤

9603中止

DLV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾚﾊﾞﾛﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg 塩野義製薬 高血圧治療剤 9008中止
DLV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾚﾊﾞﾛﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg 塩野義製薬 高血圧治療剤 9008中止
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DLZ DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0501
頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ表->裏
等) 0105ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

DLZ DLZ PTM-30 234 裸錠 白 無 ﾊﾟﾚﾄﾅﾐﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ｴﾑｴﾌ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9809本体

DLZ DLZ TYK315:TYK315 30 裸錠 白 無 ﾊﾟﾚﾄﾅﾐﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大正薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0707中止 98ﾋｰﾄ変更(製
造承継の為)

DLZ DLZ 100mg  DLZ 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

DM O.S DM O.S-DM 裸錠 白 有 ｼﾞｳﾒﾁﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 降圧剤 9804中止
DM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9807ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

DM 糖衣錠 赤 無 ﾌｧｽﾀｰ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大原薬品工業 冠血管拡張剤 9511中止
DM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9901ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

DM 糖衣錠 赤 無 ﾌｧｽﾀｰ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大原薬品工業 冠血管拡張剤 9511中止
DM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾒﾅﾝ錠100mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害

剤(気管支喘息治療剤)
0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

DM DM:DM114SV 糖衣錠 ｸﾘｰﾑ色 無 ﾛﾗﾝﾄｲﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 進化製薬 片頭痛治療剤 9304中止
DM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾒﾅﾝ錠200mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害

剤(気管支喘息治療剤)
0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

DM 裸錠(楕円形) 白又は微黄
帯白

有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠250mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 250mg 塩野義製薬 血糖降下剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

DM 裸錠(楕円形) 白 有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠500mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 500mg 塩野義製薬 血糖降下剤 030704収載（商品名変更
前：ｼﾞﾒﾘﾝ錠） 0006ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

DMB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 第一三共 消炎鎮痛剤 0903中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
DMB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠100mg ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 第一三共 抗炎症鎮痛剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌﾞﾛﾝ錠)
DMIO 裸錠 白 無 ﾐｵﾄﾛﾝ錠 ﾌﾗｻﾞﾎﾞｰﾙ 1mg 第一製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9603中止 9003変更
DMM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0204迄)
DMM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0205迄)
DMM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
DMS 耳:DMS 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠｢ｲｾｲ｣ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg ｲｾｲ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9506中止
DMSV DM:DM114SV 糖衣錠 ｸﾘｰﾑ色 無 ﾛﾗﾝﾄｲﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 進化製薬 片頭痛治療剤 9304中止
DMT DMT 糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ﾀﾞﾙﾑｺﾝ錠 三亜製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9312中止
DMT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病，うつ病，胃･

十二指腸潰瘍治療剤
旧本体･ﾋｰﾄ(0204迄)

DMTDOJ DMT DOJ 糖衣錠 黄 無 複合D･M錠 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝ配合抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤
DMX Sc 237 Sc237 DMX250：250mg 裸錠(十字割

線)
白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠250mg ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 三和化学研究所 炭酸脱水酵素抑制剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠)
0409製造元変更(前：ﾜｲ

DN O.S DN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｲﾘﾄﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消化管運動改善剤 9910中止 960705収載
DN Tw DN  Tw DN Tw.DN 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 子宮内膜症治療剤 旧品名(080620ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶ

ﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
DN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ25 ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 山之内製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症

候群治療剤
旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9705ﾋｰﾄ
裏変更

DN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ50 ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 山之内製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9706ﾋｰﾄ
裏変更

DN Tw DN  Tw DN Tw.DN 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 子宮内膜症・乳腺症治療
剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞﾅﾝｶﾌﾟｾﾙ
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DNDP 裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ

DNE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾉｲｴﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍
治療剤

1010製造販売元変更(前:
第一三共)

DNP DNP 5mg 裸錠 白 有 ﾃﾞﾆｽﾊﾟﾝ錠 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 重症筋無力症･排尿障害
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 930226
承認

DOC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/乳白 ﾄﾞｸﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg わかもと製薬 上腹部不快症状改善剤 9104中止
DOJ 糖衣錠 白 無 G･I･R(ｼﾞｰ･ｱｲ･ｱｰﾙ)錠 同仁医薬化工 ｽﾄﾚｽ胃腸病治療剤 中止
DOJ D 02 D02 DOJ：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150｢DJ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
同仁医薬化工-東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ

H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

DOJ D 01 D01 DOJ：75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75｢DJ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

同仁医薬化工-東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ

H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

DOJ DMT DOJ 糖衣錠 黄 無 複合D･M錠 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝ配合抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤
DOJ AZT002 DOJ 裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾚﾝｿﾞﾙ錠 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 同仁医薬化工 胃炎･胃潰瘍治療剤
DOJ EPT002 DOJ 裸錠 白 有 ｵｲﾎﾘﾝA ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 同仁医薬化工 精神神経安定剤 中止
DOJ EHT4 DOJ 裸錠 白 有 ｴﾐﾎﾘﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 同仁医薬化工 気道粘液溶解剤 9809中止
DOJ ATT005 DOJ 裸錠 黄 有 ｱﾄﾗﾝﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 同仁医薬化工 循環増強剤 中止
DOJ EPT005 DOJ 裸錠 黄 有 ｵｲﾎﾘﾝ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 同仁医薬化工 精神安定剤 中止
DOJ 糖衣錠 黄 無 ｹｰｼﾞｵﾝ糖衣錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 92頃中止
DOJ 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾛｼﾞﾝ2 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 中止
DOJ BET0005 DOJ 裸錠 白 有 ﾍﾞｰﾀﾒｻ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 同仁医薬化工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 中止
DOJ KMT010 DOJ 裸錠 黄 有 ｶﾐﾙﾚﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 同仁医薬化工 代謝性強心剤 中止
DOJ PMT010 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾄﾞｰｼﾞﾝPM錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 同仁医薬化工 肝臓疾患治療剤 99年頃中止
DOJ DPT010 DOJ 裸錠 白 無 ﾄﾞﾉﾎﾟﾝ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 同仁医薬化工 鎮痙剤 中止
DOJ TVT010 DOJ 糖衣錠 淡赤 無 ﾄﾗﾋﾞﾉﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 同仁医薬化工 血圧降下剤 中止
DOJ NET010 DOJ 裸錠 白 有 ﾈｵｸﾛﾌｨﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 同仁医薬化工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 中止
DOJ HPT15 DOJ 糖衣錠 緑 無 ﾌｽﾄﾍﾟﾝﾃﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 同仁医薬化工 鎮咳剤 中止
DOJ 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾉﾎﾘﾝ錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 同仁医薬化工 ATP製剤 中止
DOJ PMT020 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾄﾞｰｼﾞﾝPM錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 同仁医薬化工 肝臓疾患治療剤 9803中止
DOJ RBC20 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾗﾋﾞｽﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 96中止 900713収載

DOJ AMT25 DOJ 裸錠 淡黄 有 ｱﾀﾞﾙﾄﾐﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 同仁医薬化工 利尿降圧剤 中止
DOJ 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾗﾝﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 同仁医薬化工 冠血管拡張剤 中止
DOJ RCT025 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾗｼﾞｶﾘﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 中止
DOJ AST30 DOJ 裸錠 橙 無 ｱﾄﾞｽﾁﾙAC錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 同仁医薬化工 血管強化止血剤 中止

DOJ HPC030 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌｽﾄﾍﾟﾝﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 同仁医薬化工 鎮咳剤 中止
DOJ CRC040 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/帯黄白 ｸﾗﾃﾙﾂｶﾌﾟｾﾙ ｸﾗﾃｸﾞｽｴｷｽ 40mg 同仁医薬化工 心不全治療剤 9901中止
DOJ DGC040 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/紅 ﾄﾞﾉﾎﾟﾝGｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 同仁医薬化工 膵･胆道系鎮痙剤 中止
DOJ AJT050 DOJ 糖衣錠 赤 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾄﾞｰｼﾞﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 同仁医薬化工 不整脈治療剤 9005中止
DOJ AMT50 DOJ 裸錠 白 有 ｱﾀﾞﾙﾄﾐﾝ錠50 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 同仁医薬化工 利尿降圧剤 中止
DOJ 糖衣錠 青緑 無 ｴﾙｶｽﾄSS ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 50mg 同仁医薬化工 軟部腫脹治療剤 0207中止
DOJ OVT050 DOJ 糖衣錠 白 無 ｵﾘﾋﾞﾀ錠 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 同仁医薬化工 自律神経失調治療剤 中止
DOJ PSC50 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾊﾟﾝｻﾒｰﾄ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 同仁医薬化工 消化性潰瘍治療剤 中止
DOJ KBT100 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ｹﾄﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ｢ﾄﾞｰｼﾞﾝ｣ ｹﾄﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ 100mg 同仁医薬化工 消炎鎮痛剤 中止
DOJ NEC100 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾆｺﾁﾛﾝEｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 同仁医薬化工 微小循環改善剤 9910中止
DOJ FST100 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌｧｽﾃﾘﾝ100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 02中止
DOJ PLT100 DOJ 糖衣錠 淡緑 無 ﾌﾟﾚﾝﾀﾐﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 同仁医薬化工 解毒剤 中止
DOJ PPT100 DOJ 裸錠 白 有 ﾍﾟﾌﾟﾁﾚｰﾄ錠 ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 同仁医薬化工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 中止
DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾋﾟｼﾞｽﾄ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 同仁医薬化工 脳代謝機能改善剤 96中止
DOJ 糖衣錠 赤 無 ｱﾄﾗﾝﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 同仁医薬化工 冠血管拡張剤 中止
DOJ FMT200 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾌｴﾑ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 0011中止
DOJ FST200 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾌｧｽﾃﾘﾝ200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 中止
DOJ CBT250 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾄﾞｰｼﾞﾝ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤
DOJ DCT250 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰 無 ﾃﾞｶﾎﾞﾗﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 同仁医薬化工 血圧降下剤 中止
DOJ NTC250 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤/黄 ﾅﾂﾒﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 同仁医薬化工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 中止
DOJ NCT250 DOJ 裸錠 白 無 ﾉｲｾﾅﾐﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 同仁医薬化工 血圧降下剤 中止
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DOJ BCT250 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｵｺｰﾙ錠 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸 250mg 同仁医薬化工 利胆剤 中止
DOJ MRC250 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾙﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 中止
DOL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

DOM 裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 960614収
載

DOP IC-490 DOP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕｰﾌﾟﾚｽﾄﾞﾊﾟ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0806商品名変更(前:ﾕｰﾌﾟ
ﾚｽﾄﾞﾊﾟ)

DOPS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾌﾟｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 大日本住友製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

0707ﾋｰﾄ記号変更(DPS-
>DOPS) 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞﾌﾟ
ｽｶﾌﾟｾﾙ100) 0208ﾋｰﾄ変

DOPS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾌﾟｽｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 大日本住友製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

0707ﾋｰﾄ記号変更(DPS-
>DOPS) 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞﾌﾟ
ｽｶﾌﾟｾﾙ200) 0208ﾋｰﾄ変

DORNALIN BR 20 μ g DORNALIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

DORNALIN BR 20 μ g DORNALIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

DOTC Tw.DOTC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ･C｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 93中止
DOXIN Doxin 裸錠 白 有 ﾄﾞｷｼﾝ錠 あすか製薬 肩こり・腰痛・筋肉痛に
DP DP(六角形の中に記載) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾔｰｽﾞ配合錠 (ﾌﾟﾗｾﾎﾞ) ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ･卵胞ﾎﾙ

ﾓﾝ混合月経困難症治療
剤

100917収載 28錠ｼｰﾄの
うち24錠が成分を含有す
る淡赤色錠，4錠が成分
を有しないﾌﾟﾗｾﾎﾞ(白色)
ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣
も本体ｺｰﾄﾞDP

DP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ｼﾞｭﾗﾌｨﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 気管支拡張剤 9603中止 920710収載

DP DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大興製薬 消化管運動改善剤 9904中止 980710収載 大
洋のﾀﾞﾘｯｸ錠(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ)と
ｺｰﾄﾞ同じ

DP DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞﾘｯｸ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 消化管運動改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄) 大興
のﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞ
ﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

DP DP0.5:TP-148 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾝﾌﾟﾚｽ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 高血圧治療剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

DP Y DP:0.5 Y-DP0.5 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 田辺三菱製薬 精神安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0209ﾋｰﾄ変更

DP DP1:TP-149 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾝﾌﾟﾚｽ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 高血圧治療剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

DP Y DP:1 Y-DP1 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾊﾟｽ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 田辺三菱製薬 精神安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0210ﾋｰﾄ変更

DP Tw DP2 Tw.DP2 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 東和薬品 抗不安剤 1978発売
DP 2 DP-02 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢日ｱﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ｱﾙﾂ製薬 抗不安剤 9705中止
DP Tw DP5 Tw.DP5 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 抗不安剤
DP 5 DP-05 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢日ｱﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ｱﾙﾂ製薬 抗不安剤 9705中止
DP 10 DP-10 裸錠 淡青 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠10｢日ｱﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ｱﾙﾂ製薬 抗不安剤 9705中止
DP 糖衣錠 淡赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
DP 糖衣錠 赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
DP EISAI DP030 Eisai DP030 裸錠 黄 有 ﾁﾞｳｾﾙﾋﾟﾝ錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 降圧利尿剤 9609中止
DP M414 DP-40 裸錠 白 有 ﾃﾞﾋﾟｯｸｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 模範薬品研究所 利尿降圧剤 9104中止
DP DP:TKS155 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄緑 無 ｼﾞｽﾛﾝ-P錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性精神安定剤 9601中止

DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠200mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠)
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DP DP217SV 糖衣錠 赤 無 ｻｾﾞｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 進化製薬 冠血管拡張剤 9603中止
DPM 255 糖衣錠 橙赤 無 ﾐｸﾛﾊﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 冠循環改善剤 9809中止 97ﾋｰﾄ変更

9603本体刻印，9603社名
変更

DPM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟｽﾑｽ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 第一製薬 胆･膵･尿路鎮痙剤 0312中止 98ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
DPN 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ

ﾐﾝ
1mg 第一三共 消化器系鎮痙･鎮痛剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠)
DPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0808迄) 0710承継

(第一三共より) 0705ﾋｰﾄ

DPS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾌﾟｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 大日本住友製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

0707ﾋｰﾄ記号変更(DPS-
>DOPS) 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞﾌﾟ
ｽｶﾌﾟｾﾙ100) 0208ﾋｰﾄ変

DPS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾌﾟｽｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 大日本住友製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

0707ﾋｰﾄ記号変更(DPS-
>DOPS) 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞﾌﾟ
ｽｶﾌﾟｾﾙ200) 0208ﾋｰﾄ変

DPSV DP217SV 糖衣錠 赤 無 ｻｾﾞｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 進化製薬 冠血管拡張剤 9603中止
DPT DPT010 DOJ 裸錠 白 無 ﾄﾞﾉﾎﾟﾝ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 同仁医薬化工 鎮痙剤 中止
DPTN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
DPTN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
DPTN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
DPTN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
DR O.S DR 裸錠 白～微黄白 無 ﾀﾞｲﾗｯｸｽ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経調整剤 9804中止 940708収載
DR CH 裸錠 白 有 ﾀﾞﾙﾀﾞﾉﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 長生堂製薬 血圧降下剤 0704中止
DR Tw DR Tw.DR 2.5mg:2.5mg 裸錠 白～微帯黄

又は微帯褐
有 ﾃﾞﾊﾟﾛ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 東和薬品 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0812商品名変更(前:ﾃﾞﾊﾟ

ﾛ錠)
DR M424 DR-12.5 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞﾙｯｸ錠S ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 模範薬品研究所 冠血管拡張剤 9210中止
DR SS 515 DR15 15:SS515 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾗｰﾙ錠15 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 久光製薬-田辺三菱製薬 睡眠障害改善剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504承継(ｴｽ
ｴｽ製薬より)

DR SS 520 DR20 20:SS520 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾗｰﾙ錠20 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 久光製薬-田辺三菱製薬 睡眠障害改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504承継(ｴｽ
ｴｽ製薬より)

DR M423 DR-25 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞﾙｯｸ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 模範薬品研究所 冠血管拡張剤 9302中止
DR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/無透明 ﾀﾞﾝ･ﾘｯﾁ 住友製薬 上気道炎治療剤 0312中止 9705PTPｼｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
DRAGANON ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状

改善剤
9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

DRAGANON ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

DRF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 第一三共 結核治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ

DRK DK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾘｯｶｰ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ 消化管運動改善剤 0110中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DRT DRT-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾉﾚｽﾄ50 ﾌｪﾝﾁｱｻﾞｸ 50mg 日本ﾜｲｽ-日本商事，ﾜｲ
ｽ･ｴｰｻﾞｲ

解熱鎮痛消炎剤 9112中止

DRT DRT-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾉﾚｽﾄ100 ﾌｪﾝﾁｱｻﾞｸ 100mg 日本ﾜｲｽ-日本商事，ﾜｲ
ｽ･ｴｰｻﾞｲ

解熱鎮痛消炎剤 9112中止
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DS DS(六角形の中に記載) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾔｰｽﾞ配合錠 ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽﾄ
ﾗｼﾞｵｰﾙﾍﾞｰﾀﾃﾞｸｽ

3mg，
0.02mg(ｴﾁﾆ
ﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰ
ﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ･卵胞ﾎﾙ
ﾓﾝ混合月経困難症治療
剤

100917収載 28錠ｼｰﾄの
うち24錠が成分を含有す
る淡赤色錠，4錠が成分
を有しないﾌﾟﾗｾﾎﾞ(白色)

DS DS 裸錠 白 無 ﾀﾞｲｱｽ 日本新薬 回虫駆除薬 9512中止
DS CH 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞﾙﾀﾞﾉﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 長生堂製薬 血圧降下剤 0704中止
DS 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
微黄赤～淡
黄赤

ﾃﾞｶｿﾌﾄ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬

代謝性強心剤 旧ｺｰﾄﾞ(0512頃迄) 0107
製造元社名変更(前:日清
製粉)

DS DS 024:25 DS024 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾘｰﾌ錠25mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 25mg 大日本住友製薬 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ賦活型ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
病治療薬

090313収載

DS DS 032:2 DS 032 2mg:2mg 裸錠 白 無 ﾛﾅｾﾝ錠2mg ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 2mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 080418収載
DS DS 033:4 DS 033 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾛﾅｾﾝ錠4mg ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 4mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 080418収載
DS DS 035:8 DS 035 8mg:8mg 裸錠 白 有 ﾛﾅｾﾝ錠8mg ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ 8mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 100423収載
DS DS 047:20 DS047 SED:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 060707収載
DS DS059 DS059 LUL:16mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～帯黄白 有 ﾙｰﾗﾝ錠16mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 16mg(塩酸ﾍﾟ

ﾛｽﾋﾟﾛﾝとし
大日本住友製薬 抗精神病剤 080704収載

DS TC 151 Y-DS75:TC151 Y-DS75 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 吉富製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで)9702大
鵬から承継，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載

DS Y DS75 Y-DS75 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 吉富製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 旧本体(9905まで) 9703
変更，ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

DS Y:DS 75 Y-DS75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 田辺三菱製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0110社名変

DS 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0604販売元変更(前:大日
本住友製薬) 0302製造元
社名変更 990910収載

DS TKS153 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞｽﾛﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性精神身体安
定剤

0901中止 0802販売会社
社名変更(前:ﾒﾙｸ製薬)

DS DS 271:250 DS271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 大日本住友製薬 ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系経口血糖降
下剤

100416収載

DS Tw.DS300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾑｽﾄﾗﾝ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 東和薬品 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 92中止
DS DS 512 50:DS 512 50 DS512 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白～帯黄白 有 ｱﾊﾞﾌﾟﾛ錠50mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 50mg 大日本住友製薬 長時間作用型ARB 080613収載

DS DS 513 100:DS 513 100 DS513 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～帯黄白 有 ｱﾊﾞﾌﾟﾛ錠100mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 100mg 大日本住友製薬 長時間作用型ARB 080613収載

DS DS 537:10 DS537:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

DS DS 571 DS571 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

DS DS 572:5 DS572 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

DS DS 574:10 DS574 OD 10mg:OD
10mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

DSA M425 DSA 裸錠 淡黄緑 有 ﾀﾞｲｻﾙA錠 模範薬品研究所 血圧降下剤 9107中止
DSC DSC 333:40 333 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠40mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 5mg 第一三共・興和，興和創

薬
高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

100423収載

DSC DSC 372 DSC372 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 片面：白 片
面：白～帯黄
白

無 ﾚｻﾞﾙﾀｽ配合錠LD ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ，ｱ
ｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ

10mg，8mg 第一三共 高親和性ARB/持続性Ca
拮抗薬合剤

100416収載

DSC DSC 373 DSC373 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

片面：白 片
面：白～帯黄
白

無 ﾚｻﾞﾙﾀｽ配合錠HD ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ，ｱ
ｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ

20mg，16mg 第一三共 高親和性ARB/持続性Ca
拮抗薬合剤

100416収載

DSC DSC730 DSC730 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 250mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

第一三共 広範囲経口抗菌製剤 090619収載 1日1回投与
製剤

DSC DSC731 DSC731 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄橙 有 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 500mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

第一三共 広範囲経口抗菌製剤 090619収載 1日1回投与
製剤
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DSC DSC 741 DSC741 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 50mg(ｼﾀﾌﾛｷ
ｻｼﾝとして)

第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080418収載

DSD S 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘｰﾅ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0806商品名変更(前:ｾﾄﾞ
ﾘｰﾅ錠) 0704社名変更
(統合に伴い，前:第一製

DSDS S 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘｰﾅ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 第一製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄）
DSIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 第一三共ｴｽﾌｧ 高脂血症治療剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
DSP MO 231 MO231 裸錠 微黄白 有 ﾃﾞｿﾊﾟﾝ錠60mg ﾄﾘﾛｽﾀﾝ 60mg 持田製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ合成阻害

剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｿﾊﾟﾝ錠)

DSR D 裸錠 白 有 ﾄﾞｲｽﾛｰﾙ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 日本ﾍｷｻﾙ 気管支拡張剤 0012中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DSS FPF-248 耳:DSS-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 DSS錠300(ﾌｼﾞﾓﾄ) ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 藤本製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9207中止
DST IC 406 IC-406 DST 裸錠 白 有 ﾃﾞｱﾉｻｰﾄ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｲｾｲ めまい・平衡障害治療剤 0808本体ｺｰﾄﾞ追加

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｱﾉｻｰﾄ)

DSTD IC 407 DST-D IC-407 裸錠 白 有 ﾃﾞｱﾉｻｰﾄ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｲｾｲ めまい・平衡障害治療剤 0808本体ｺｰﾄﾞ追加
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｱﾉｻｰﾄD)

DT 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞﾋﾟﾗﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 冠血管拡張剤 0902頃中止 0707承継(長
生堂製薬より)

DT T 20 D T20 SCHERING:20mg 裸錠 白 無 ﾀｽｵﾐﾝ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝD錠)，ﾋｰﾄ裏MPI406と
D20削除

DTP 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

DTP 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共 抗精神病剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 田辺三
菱製薬とﾋｰﾄ異なる

DTP 裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

DTR 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

橙 有 ﾄﾗﾝｺﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 第一製薬 静穏筋弛緩剤 9610中止

DTS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾ

DTS 裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
020705収載(商品名変更
前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠)

DTS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白～淡黄白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
DTV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記
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DTX 裸錠 極薄橙 無 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣
0.025mg

ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.025mg 塩野義製薬 強心剤 0903中止

DTX 裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣
0.1mg

ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg 塩野義製薬 強心剤 0903中止 0312ﾋｰﾄ変更
9903ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ記号
(DTX)削除，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ

DU ROCHE 0.5:DU 裸錠 白 無 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠
0.5) 0112ﾋｰﾄ商品名記載

DUP 裸錠 白 有 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ錠5mg ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 5mg 第一三共 ﾚﾄﾛ･ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ)

DUV 裸錠 白 有 ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠10mg 塩酸ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ 10mg 第一三共 脳･末梢血行動態改善
剤，子宮鎮痙剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠)

DV DV:0.25 DV 0.25:VIT-0.25 DV
0.25

裸錠 白 無 ﾋﾞﾀﾐﾛCT錠0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 同仁医薬化工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0212中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707

DV DV:0.5 DV 0.5:VIT-0.5 DV 0.5 裸錠 白 無 ﾋﾞﾀﾐﾛCT錠0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 同仁医薬化工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0110中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707

DV ROCHE ･2･:D V 裸錠 薄橙 有 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠2mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠2)

DV-2削除) 十字割線
DVC DVC0.08 裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠0.08mg ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.08mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
DWIN 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載(商品名変更 前:ｳｲﾝ
ﾄﾏｲﾛﾝ錠)

DWIN 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 98ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
DWN T M DWN-0.5 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ

ﾝとして)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9603社

名変更 9409本体刻印
DWN T M DWN-1 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ

として)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9603社

名変更 94本体刻印
DX SW SW-DX50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾞｷｻ錠50 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 89中止
DX SW SW-DX100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾞｷｻ錠100 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 89中止
DX DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣

0.125mg
ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)

020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

DX DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
DX DX 250 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0207

販売，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

DX DX 250 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
DX DX250 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 十字割線
DZ SW 162 SW 162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｺﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 沢井製薬 筋緊張循環改善剤 9903中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-DZ)削除 900713収
DZ TYK201 0.5:TYK201

0.5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日医工
精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 920710収載
DZ TYK202 1:TYK202 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日医工
精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 920710収載
DZ Dz 100 裸錠 白 無 ﾀﾞｲｱｼﾞｯﾄﾞ錠(100mg) ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 日本新薬 結核療法剤 0411中止 9711ﾋｰﾄ変更，

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
E 裸錠 白 有 ｱｸｾﾝﾄ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 富山化学工業 利尿降圧剤 9604中止
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E 裸錠 淡赤 有 ｱｸﾚﾁﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 富山化学工業 降圧利尿剤 9604中止
E E○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 9307中止

E FN E FN E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 痔疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで) 920101
社名変更

E 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｸﾗﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 富山化学工業 高脂血症治療剤 9604中止
E 裸錠 淡黄赤 無 ｼﾞｳｺﾘﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 富山化学工業 降圧剤 9604中止
E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊｲｼｸﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 富山化学工業 脳･末梢血流改善剤 9903中止 9601ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
E 緑線2本 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙE 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 旧ﾋｰﾄ(0904迄) 0704社名

変更(統合に伴い，前:三
E E 裸錠 白 無 塩酸ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ 30mg 本草製薬 鎮痙剤 9406中止
E 裸錠 淡黄赤 無 ｱﾎﾟﾛﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 富山化学工業 血圧降下剤 9604中止
E 裸錠 淡黄赤 無 ｱﾎﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 富山化学工業 血圧降下剤 9604中止
E RU:001 E RU 001E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾀﾞﾛﾝ錠 ﾌﾛｸﾀﾌｪﾆﾝ 200mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 速効性鎮痛剤 0212中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9301販
売元変更

E E 1 E1 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢DK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

E MS E01 裸錠 白 無 ｴﾘｵｯﾄ21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

明治製菓 経口避妊剤(1～10日分) 0107中止 990902販売
990616承認 薬価未収載

E TE E1:TE E1 TE E1 裸錠(長円形) 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-持田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

E EISAI SL001 1mg:SL001 EISAI 1 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E EISAI WF001 裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
0208ﾋｰﾄ変更

E O.S E2 裸錠 白～微黄 有 ｴｽｵｰﾐﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9901中止 960705収載

E E 2 E2 10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢DK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

E MS E02 裸錠 橙 無 ｴﾘｵｯﾄ21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

明治製菓 経口避妊剤(11～21日分) 0107中止 990902販売
990616承認 薬価未収載

E MS E02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｴﾝｶﾌﾟﾗP錠 明治製菓 血圧降下剤 9209中止
E TE E2:TE E2 TE E2 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-持田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

E EISAI SL002 2mg:SL002 EISAI 2 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠2mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9210ﾋｰﾄ変更

E JG E02 JG E02 2:2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg｢JG｣ ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧治療剤 070706収載
E

30
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠30mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 30mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ

記載表→裏等)
E CG 107 CG107 糖衣錠 白 無 ｴｼﾄﾞﾗｲ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0803中止 03頃ﾋｰﾄ変更，

表E3削除 9712ﾋｰﾄ裏変
更(E3削除)

E O.S E3 裸錠 白～微黄 有 ｴｽｵｰﾐﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9812中止 960705収載

E FS-E03 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐 ｴﾗｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ-50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 扶桑薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0407中止
E 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄 ﾋﾞﾀﾐﾝEｶﾌﾟｾﾙ明治 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 明治製菓 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9802中止
E FS-E04 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐 ｴﾗｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ-100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 扶桑薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0407中止
E JG E04 JG E04 4:4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢JG｣ ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧治療剤 070706収載
E SW E5:5 SW-E5:5 mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

E 裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで)
E 05E:5mg 裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 0812商品名変更(前:ｴﾎ

ﾁｰﾙ錠)
E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｹｲﾂｰｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK2製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
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E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0208ﾋｰﾄ変更

E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾉｲｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲｷﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表記号(5mg)追加

E
60

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載表→裏等)

E JG E06:2.5 JG E06 2.5:2.5 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

E JG E07:5 JG E07 5:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

E JG E08:10 JG E08 10:10 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

E SW E10:10 SW-E10:10 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄味赤/黄赤 ｹｰﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9110変更

E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9306まで) ｾﾚｶﾙ
錠20と本体ｺｰﾄﾞ同じ

E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(99まで) 9511ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

E JG E10 JG E10 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢JG｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾓｽｹﾞﾝS錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬 抗痙縮剤 9310中止
E FS-E12 0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ0.25)

E 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙﾊﾟﾘﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 富山化学工業 冠循環改善剤 9604中止
E FS-E13 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ0.5)

E FS-E14 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ1.0)

E FS-E15 300mg：300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｴﾊﾟﾌｨｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 扶桑薬品工業 EPA製剤 0405ﾋｰﾄ変更 980710収
載

E EISAI NL015 EISAI NL015 15mg 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾅｰﾙ錠15mg ﾄﾘﾊﾟﾐﾄﾞ 15mg ｴｰｻﾞｲ 血管･腎作動性高血圧治
療剤

9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E JG E16:2.5 JG E16 2.5:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

E JG E17:5 JG E17 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

E FS-E19 3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/黄赤 ｹｰﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) ｾﾚｶﾙ

錠10と本体ｺｰﾄﾞ同じ
E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾄﾛｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｴｰｻﾞｲ 狭心症治療剤 9605ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
E 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾌﾉｽ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 冠循環改善剤 0604頃中止 0302ﾋｰﾄ変

更 9801ﾋｰﾄ変更
E JG E21 JG E21 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢JG｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
E JG E22 JG E22 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢JG｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
E E 22 TSU99 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾂ

ﾙﾊﾗ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 鶴原製薬 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠4mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣)
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E E23 E23 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾂ
ﾙﾊﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

E E24 E24 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 鶴原製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗灰/白 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9701ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9203変

E 250μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9409中止 9110変更
E JG E25 JG E25 40 糖衣錠 淡黄 無 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢

JG｣
塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ Ca拮抗性不整脈治療

剤，虚血性心疾患治療剤
101119収載

E 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙﾊﾟﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 富山化学工業 冠循環改善剤 9901中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾝﾄﾞﾙﾌ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 切迫流･早産治療剤
E JG E26 JG E26:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢JG｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 091113収載
E JG E27 JG E27:400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢JG｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 0911発売
E JG E28 JG E28 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ

ﾀﾁﾝとして)
大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害

剤
101119収載

E JG E29 JG E29 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

101119収載

E JG E30 JG E30 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

101119収載

E 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄澄明 ｴﾅｾﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸製剤 0604頃中止 0212ﾋｰﾄ変
更 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

E JG E34 JG E34 5:5 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

E JG E35 JG E35 10:10 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡黄褐 ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0206ﾋｰﾄ変更

E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙR錠3mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 3mg ｴｰｻﾞｲ α 1遮断降圧剤 9505ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

E JG E42 JG E42 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
JG｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙR錠6mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 6mg ｴｰｻﾞｲ α 1遮断降圧剤 9505ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

E JG E43 JG E43 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
JG｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

E 15mg JGE44 JG E44 15:15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

E 30mg JGE45 JG E45 30:30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

E JG E50 JG E50 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 消化管運動賦活剤 080704収載
E E 50 TTS-275 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｱﾍﾞｰｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 高田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(090925ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯ

ﾄ錠50mg｢ﾀｶﾀ｣に変更)
050708収載

E E 50 TTS-275 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 高田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｱﾍﾞｰｽ錠
50mg)

E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 胃炎･胃潰瘍治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9310ﾋｰﾄ変更

E 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠50mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E 500μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E JG E51 JG E51 50:50 裸錠 白 無 ﾚﾌﾟﾀｰ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 肝･胆･消化機能改善剤 0908ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前:扶桑薬品工業)
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E JG E52 JG E52 100:100 裸錠 白 有 ﾚﾌﾟﾀｰ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 肝･胆･消化機能改善剤 0908ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前:扶桑薬品工業)

E JG E53:1 JG E53 1:1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

E JG E54:2 JG E54 2:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

E JG E55:4 JG E55 4:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

E 裸錠 帯黄白～黄
白

無 ﾄﾗｺﾅ錠50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

E E 94 裸錠 白 無 ｴｱﾛﾊﾟｯｸｽ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ﾐﾄﾞﾘ十字 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 9606中止 9502本体刻印
本体のEは逆三角形の中
にE

E 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

E 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫 ﾊﾟﾝｺﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 慢性膵炎治療剤 0306中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/白 ﾕﾍﾞﾗﾆｺﾁﾈｰﾄ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾕﾍﾞﾗNｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg)

E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾚｶﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ｴｰｻﾞｲ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0306中止 0206ﾋｰﾄ変更
9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E 糖衣錠 桃褐 無 ﾄﾗｷﾗﾝ錠15mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 15mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 9505中止
E 糖衣錠 桃褐 無 ﾄﾗｷﾗﾝ錠50mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 50mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 9505中止
E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠50mg 塩酸ﾌﾛﾛﾋﾟﾊﾟﾐﾄﾞ 50mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾌﾞﾁﾛﾌｪﾉﾝ系統合失調症

治療剤
0801ﾋｰﾄ表50mg追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠)

E 糖衣錠 淡黄赤 無 ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠0.25mg ｽﾋﾟﾍﾟﾛﾝ 0.25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 精神分裂病治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠)

E 裸錠 黄 無 ﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東邦新薬 代謝性強心剤 中止
E 糖衣錠 橙黄 無 ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠1mg ｽﾋﾟﾍﾟﾛﾝ 1mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 精神分裂病治療剤 9804ﾋｰﾄ包装のみ中止
E 裸錠 黄 無 ﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東邦新薬 代謝性強心剤 中止
E 糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9702ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
E 糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠80mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
E E121 裸錠 白 有 ﾌﾐﾄﾞ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 東邦新薬 利尿降圧剤 中止
E E122 裸錠 白 有 ｳﾛﾀﾞｲﾅ錠2 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 東邦新薬 降圧利尿剤 中止
E 糖衣錠 白 無 ｺﾘｵﾊﾟﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 0205ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
E E 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠125mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg ｻﾝﾄﾞ 結核化学療法剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

E 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 筋緊張改善剤 9502ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾚﾎﾟｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 脳血管性精神症状改善
剤

9805中止 9602ﾋｰﾄ裏商
品名記載

E 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｼﾎﾞﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 富山化学工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9804中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

E 裸錠 白 無 ﾒﾘｽﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ﾒﾘｽﾛﾝ錠)

E 裸錠 白 有 ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 9908ｺｰﾄﾞ変更 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

E 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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E 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(0909迄) 0701ﾋｰﾄ
表200mg追加，商品名変
更に伴い 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾕﾍﾞ
ﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ)

E E201 糖衣錠 白 ｺﾛﾅﾆｰﾙ 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 東邦新薬 虚血性心疾患治療剤 0204頃中止 9806ﾋｰﾄ変
E 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾌｨﾘﾝ配合錠 ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 喘息治療薬 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾄﾌｨﾘﾝ錠)
E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｰｻﾞｲﾑ ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ､ｺｰﾙ酸 300mg，

20mg
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 膵臓性消化酵素剤 0106中止 9603ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
E 糖衣錠 黄緑 無 ﾜｿﾗﾝ錠40mg 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴｰｻﾞｲ・ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 冠血管拡張剤 0702ﾋｰﾄ表40mg追加，商

品名変更に伴い 061208
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾜｿﾗﾝ錠) 0207ﾋｰﾄ

E NPI:C20 NPI-217E 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 940708収載
E 糖衣錠 赤橙 無 ﾊﾟﾑｾﾞﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 東邦新薬 冠循環増強剤 中止
E 糖衣錠 赤橙 無 ﾊﾟﾑｾﾞﾝ25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東邦新薬 冠循環増強剤 中止
E 糖衣錠 橙 無 ﾉｲｷﾉﾝ糖衣錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9604ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｽﾁｰﾑ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ

ｾﾞ単位
ｴｰｻﾞｲ 脂質代謝異常改善剤 0702ﾋｰﾄ表1800追加，商

品名変更に伴い 061208
収載(商品名変更に伴
い，前:ｴﾗｽﾁｰﾑ錠)

E 糖衣錠 微黄赤～帯
黄赤

無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠0.5mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠1mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠3mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 3mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

1004中止

E 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾌﾘｰｶﾌﾟｾﾙ100mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症

剤
9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910524収載

E 裸錠 白 無 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠50mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 50mg ｴｰｻﾞｲ 頻脈性不整脈治療剤 9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910823収載

E 裸錠 白 無 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠100mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 100mg ｴｰｻﾞｲ 頻脈性不整脈治療剤 9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910823収載

E 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｸﾞﾗｹｰｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0812迄)
E 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｲﾝﾌﾘｰSｶﾌﾟｾﾙ200mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症

剤
旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠20mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)
E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤橙 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療 071221収載
E 裸錠（口腔内

崩壊）
黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
040625収載

E 裸錠（口腔内
崩壊）

淡赤 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

071221収載

E E 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg ｻﾝﾄﾞ 結核化学療法剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)
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E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青～青/微
黄赤～淡黄
赤

ﾈｵﾏｲｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg ｴｰｻﾞｲ 化学療法剤 9907中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9201ﾋｰ
ﾄ変更

E 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫 ﾊﾞﾙｺｿﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸ
ｼﾈｰﾄ，ｶｻﾝｽﾗﾉｰﾙ

30mg，15mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 便秘治療剤 0410中止 0302本体，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化，本体色調もやや
明るめに

E 裸錠 淡黄 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0404発売
E 裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0407本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
E 裸錠 帯赤橙 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更
E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｼﾎﾞﾝ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 富山化学工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9804中止 9512ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
E 糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ﾁｮｺﾗA錠1万単位 ﾋﾞﾀﾐﾝA油 10000ﾋﾞﾀﾐﾝA

単位
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝA製剤 0701ﾋｰﾄ記号変更(表1万

単位追加，裏10mg->1万
単位)，商品名変更に伴

E 糖衣錠 橙 無 ﾕﾍﾞﾗ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞﾗ錠)，ﾋｰﾄ
表50mg追加

E E311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾊﾞﾗｼﾞﾝ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 東邦新薬 降圧剤 97頃中止
E E312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾊﾞﾗｼﾞﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 東邦新薬 降圧剤 97頃中止
E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾞﾙﾐﾝ錠 ｴﾀﾝｼﾗｰﾄ 250mg ｴｰｻﾞｲ 対血管性出血治療剤 9907中止 9212本体ｺｰﾄﾞ

化，ﾋｰﾄ変更
E E314 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾊﾟﾗﾊﾟﾉﾝ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 東邦新薬 血圧降下剤 中止

E 250μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E 500μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東邦新薬 代謝性強心剤 04頃中止
E 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄乳白/微

黄乳白
ﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東邦新薬 代謝性強心剤 04頃中止

E KI E ETO-100:MECT KI-1227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9306中止
E MY8005E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾗｾﾁﾀﾞ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 前田薬品工業 消炎酵素剤 9003中止
E MY8010E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗｾﾁﾀﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 前田薬品工業-ﾒﾙｸ製薬 消炎酵素剤 0709中止 0607販売会社

社名変更
Ｅ E 19 TSU120 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾘﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 筋緊張改善剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾍﾟﾘﾅｰﾙ錠)
EA EA 裸錠 白 無 ｴﾘｽﾄ･ｴｰｽ 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 三亜製薬 平滑筋鎮痙剤 9612中止 9409ﾋｰﾄSP-

>PTP変更に伴いｺｰﾄﾞ化
EA NCP EA NCPEA 5mg:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ

ﾌｧｰﾏ
持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

EA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾅﾎﾞﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ﾄﾛﾋﾟｾﾄﾛﾝ 5mg（ﾄﾛﾋﾟｾﾄ
ﾛﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ･協和発酵
工業

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ(0706迄) 0211ﾋｰﾄ
変更 971212収載

EA NVR EA 5mg NVR EA 5mg：5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾅﾎﾞﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ﾄﾛﾋﾟｾﾄﾛﾝ 5mg（ﾄﾛﾋﾟｾﾄ
ﾛﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-協和発酵
ｷﾘﾝ

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0810販売元社名変更，合
併に伴い(前:協和発酵工
業) 0706ｺｰﾄﾞ変更

EA 糖衣錠 橙 無 EA錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 塩野義製薬 ｱｽﾋﾟﾘﾝ製剤 9310中止
EAC 腸溶性糖衣錠 淡類黄 無 E･A･C錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 富山化学工業-大正富山

医薬品
ｱｽﾋﾟﾘﾝ・ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸腸溶
錠

0812中止 0304ﾋｰﾄ変更

EAC 腸溶性糖衣錠 淡類黄 無 E･A･C錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 富山化学工業-大正富山
医薬品

解熱消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0303頃迄) 0304大
正富山医薬品販売 9511
ﾋｰﾄ変更

EACA 腸溶性糖衣錠 淡類黄 無 E･A･C錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 富山化学工業-大正富山
医薬品

解熱消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0303頃迄) 0304大
正富山医薬品販売 9511
ﾋｰﾄ変更

EAP 裸錠 白 無 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝ錠25mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EATAB 糖衣錠 橙 無 EA錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 塩野義製薬 ｱｽﾋﾟﾘﾝ製剤 9310中止
EATAB. 糖衣錠 橙 無 EA錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 塩野義製薬 ｱｽﾋﾟﾘﾝ製剤 9310中止
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EB NCP EB NCPEB 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

EBA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

EBA
5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

EBA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

EBA
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

EBRANTIL KC155 KC155 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･青帯1
本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 15mg 科研製薬･三和化学研究
所

排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ15)

EBRANTIL KC154 KC154 30mg:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･茶帯2
本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 30mg 科研製薬･三和化学研究
所

排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ30)

EBV EB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ､ﾙﾁﾝ 12.5mg，
12.5mg

ｻﾝﾄﾞ 痔疾患治療剤 0912中止 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

EC 糖衣錠 白 無 ｴｲｼｽ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気道粘膜正常化剤 8907中止
EC Tw EC Tw.ECT 糖衣錠 白 無 ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 東和薬品 去痰･粘膜正常化剤 94中止
EC EC 01 EC 01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠100 塩化ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ 100mg 大塚製薬 先天性代謝異常治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9302まで) 900525

収載
EC EC 03 EC 03 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠300 塩化ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ 300mg 大塚製薬 先天性代謝異常治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9302まで) 900525

収載
EC ZE 06 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
EC NCP EC NCPEC 5mg:5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ

ﾌｧｰﾏ
持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

EC Tu EC-005 5mg 裸錠 淡黄 有 ｴﾎｸﾛﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 辰巳化学 低血圧用剤 0705中止
EC ZE 07 EC10 ZE07:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0305ﾋｰﾄ変更 980710収
EC EC10 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾄﾌﾗｼﾞﾝ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 進化製薬 血圧降下剤 9409中止
EC 20 Y-EC20 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日本医薬品工業-吉富製

薬
脳循環代謝改善剤 0001中止 930909販売

EC EC 30 EC30 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾄﾌﾗｼﾞﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 進化製薬 血圧降下剤 9603中止
EC EC 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾄﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 大原薬品工業 血圧降下剤 9510中止
EC Tu EC-100 糖衣錠 白 無 ｴﾁﾃﾄﾝ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 辰巳化学 去痰･粘膜正常化剤 9912中止
ECA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｺｰﾙ錠30 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 降圧剤 9101中止
ECL CUE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟｶﾙｽ配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・岩城製薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾋﾟｶﾙｽ錠)
ECLS CUE S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾋﾟｶﾙｽS配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾋﾟｶﾙｽS錠)
ECO Sc 305 Sc305 ECO80:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｺﾗﾝ錠80mg L-ｼｽﾃｲﾝ 80mg 三和化学研究所 L-ｼｽﾃｲﾝ製剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｺﾗﾝ錠) 03頃
ﾋｰﾄ変更（Sc305裏から
表，裏商品名記載） 9610
ﾋｰﾄ変更

ECS 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
ECS 裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
ECT Tw EC Tw.ECT 糖衣錠 白 無 ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 東和薬品 去痰･粘膜正常化剤 94中止
ED SY-ED 裸錠 白 無 ｴﾄﾞﾘﾉﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 生晃栄養薬品 有痛性運動器疾患治療 9603中止 900713収載
ED CH 裸錠 微黄白 無 ｴﾏﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
自律神経調整剤 940708収載

ED NCP ED NCPED 10mg:10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ED ED 100 ED100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

091113収載

ED ED 200 ED200:ED200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲｽﾗｯｸ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0806ﾋｰﾄｺｰﾄﾞED追加

EDL MO 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾃﾞﾚﾙ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 持田製薬 流早産防止･鎮痙剤 9409中止
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EDX CG 110 EDX:CG 110 裸錠 白 有 ｴｼﾄﾞﾚｯｸｽ錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

利尿･降圧剤 9804中止 9802ﾋｰﾄ裏変
更(EDX削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

EE EE 01 EE01：0．125 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg｢
EMEC｣

ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

EE EE 02 EE02：25 裸錠 白～微黄白 有 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ錠25mg｢
EMEC｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 前立腺肥大症･癌治療剤 1001中止

EE EE 03 EE03：1．25 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢
EMEC｣

ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 経口血糖降下剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

EE EE 04 EE04：0．5 裸錠 白 有 ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢EMEC｣ ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

EE EE 05 EE05：1 裸錠 白 有 ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ錠1mg｢
EMEC｣

ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として)

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

EE EE 06 EE06：10 裸錠 白 有 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢EMEC｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 消化管運動改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

EE EE 07:1 EE07 1mg：1 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1mg｢ ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 精神神経安定剤 1001中止
EE EE 08:3 EE08 3mg：3 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢ ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 精神神経安定剤 1001中止
EE EE 09:EE 09 EE09 5mg:5 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠5｢EMEC｣ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
020705収載

EE EE 11：10 EE11 10mg:10 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾞﾛｽﾀｰM錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤 0307販売
EE EE 12：20 EE12 20mg:20 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾞﾛｽﾀｰM錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤 0307販売
EE EE 13:EE 13 EE13：0．25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑM錠0.25｢ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 020705収載
EE EE 14：5 EE14 5mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾘﾀﾞｯｸM錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ HMG-CoA還元酵素阻害 速崩錠 050708収載
EE EE 15：10 EE15 10mg：10 裸錠 白～微紅 有 ﾘﾀﾞｯｸM錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ，

ｴｰｻﾞｲ
HMG-CoA還元酵素阻害
剤

04頃色調変更 030704収
載

EE EE 17：5 EE17 5mg：5 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾗM錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

040709収載

EE EE 21：1 EE21 1mg：1 裸錠 白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝM錠1｢EMEC｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 血圧降下剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾄｯｸｽM錠
1) 040709収載

EE EE 22：2 EE22 2mg：2 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝM錠2｢EMEC｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 血圧降下剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾄｯｸｽM錠
2) 040709収載

EE EE 24:D 10 EE24 10mg:EE24 10 口腔内崩壊錠 白～淡黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢
EMEC｣

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

081107収載

EE EE 25:D 20 EE25 20mg:EE25 20 口腔内崩壊錠 白～淡黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢
EMEC｣

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

081107収載

EE EE 025 EE025 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢EMEC｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

EE EE 30:2.5 EE30 2.5mg:2.5 裸錠 淡桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠2.5｢EMEC｣ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

080704収載

EE EE 31:10 EE31 10mg:10 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM錠10｢EMEC｣ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

080704収載

EE EE 050 EE050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢EMEC｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

EE EE 51 EE51 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ錠100｢EMEC｣ ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 広範囲経口抗菌剤 0007販売 000218承認
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EE EE 52 EE52 200：200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ錠200｢EMEC｣ ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 広範囲経口抗菌剤 0007販売 000218承認
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EE EE 53 EE53 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢EMEC｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠｢
EMEC｣)

EE EE 54 EE54 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
｢EMEC｣)

EE EE 55 EE55 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢EMEC｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
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EE EE56 200 EE56 200mg:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
EMEC｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

EE EE 57:5 EE 57 5mg:5mg 裸錠 淡黄白 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢EMEC｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ﾀﾞｲﾄ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
EE EE 58:10 EE 58 10mg:10mg 裸錠 淡黄白 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢EMEC｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
EE EE 67:1 EE67 OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢

EMEC｣
ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

EE EE 68:3 EE68 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢
EMEC｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

EE EE 075 EE075 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢EMEC｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

EE EE 201 EE201 裸錠 白 有 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠15mg｢
EMEC｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 気道潤滑去痰剤 04頃中止 970307承認
970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

EE EE 203 EE203 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢
EMEC｣

ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

1001中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EE EE 204 EE204 裸錠 白 有 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ錠1mg｢EMEC｣ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 止瀉剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ錠｢
EMEC｣)

EE EE 206 EE 206 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

EE EE 207:5 EE 207 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢EMEC｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

EE EE 210:2.5 EE 210 OD 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

EE EE 211:5 EE 211 OD 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

EE EE 213:1 EE213 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢EMEC｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

EE EE 214:3 EE214 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢EMEC｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

EEOI EE 01 EE01：0．125 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg｢
EMEC｣

ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

EEOZ EE 02 EE02：25 裸錠 白～微黄白 有 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ錠25mg｢
EMEC｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 前立腺肥大症･癌治療剤 1001中止

EF EF4 裸錠 白 有 ｴﾌｪｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾋﾞﾄﾙﾃﾛｰﾙ 4mg 塩野義製薬 気管支拡張剤 9011中止
EG BM 300 BM300 Eg･1.25 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 日本ﾛｼｭ 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9901まで) 9808会

社統合に伴い承継
EG 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
EG BM 302 BM302:BM302 Eg･2.5 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本ﾛｼｭ 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9808会

社統合に伴い承継
EG 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
EG Tu EG･025 Tu EG･025 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/淡橙 ｴｸﾞﾚﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 辰巳化学 脳血流障害改善剤 96中止
EG Tu EG-50 裸錠 白 有 ｴｸﾞﾚﾝ錠｢50｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 辰巳化学 脳血流障害改善剤 9905中止
EGA 糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
EH Tw.EH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾊｲﾝ錠 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 東和薬品 血圧降下剤 94中止
EH GX EH3:A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｹﾗﾝ錠2mg ﾒﾙﾌｧﾗﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗多発性骨髄腫剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾙｹﾗﾝ錠)
EH IC-427 EH 裸錠 白 有 ｻｲﾊﾞﾈｰﾙ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ｲｾｲ 循環増強剤 0602中止 93ｺｰﾄﾞ追加

(SP->PTP)
EHC 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾛﾐﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0802ﾋｰﾄ表10mg追加

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾓｸﾛﾐﾝ錠)

EHO KI 2115 EHO:MECT KI-2115 裸錠 淡黄 有 ｴﾎﾁｿﾞﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾒｸﾄ 循環器官用剤 98中止
EHSV EH211SV 裸錠 白 無 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠SV 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 進化製薬 循環増強剤 9603中止 9104製造販売
EHT EHT4 DOJ 裸錠 白 有 ｴﾐﾎﾘﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 同仁医薬化工 気道粘液溶解剤 9809中止
EISAI EISAI EISAI Travelmin 裸錠 白 無 ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝ錠 ｻﾘﾁﾙ酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ､

ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ
40mg，26mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 鎮暈剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄）
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EISAI 裸錠 白 無 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝ錠25mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EISAI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡黄褐 ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0206ﾋｰﾄ変更

EISAI 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫 ﾊﾟﾝｺﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 慢性膵炎治療剤 0306中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EISAI 糖衣錠 桃褐 無 ﾄﾗｷﾗﾝ錠15mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 15mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 9505中止
EISAI 糖衣錠 橙黄 無 ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠1mg ｽﾋﾟﾍﾟﾛﾝ 1mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 精神分裂病治療剤 9804ﾋｰﾄ包装のみ中止
EISAI 糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9702ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
EISAI 糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠80mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
EISAI 糖衣錠 白 無 ｺﾘｵﾊﾟﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 0205ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
EISAI 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 筋緊張改善剤 9502ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
EISAI 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾌｨﾘﾝ配合錠 ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 喘息治療薬 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾄﾌｨﾘﾝ錠)
EISAI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｰｻﾞｲﾑ ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ､ｺｰﾙ酸 300mg，

20mg
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 膵臓性消化酵素剤 0106中止 9603ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
EISAI 糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ﾁｮｺﾗA錠1万単位 ﾋﾞﾀﾐﾝA油 10000ﾋﾞﾀﾐﾝA

単位
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝA製剤 0701ﾋｰﾄ記号変更(表1万

単位追加，裏10mg->1万
単位)，商品名変更に伴

EISAI 糖衣錠 橙 無 ﾕﾍﾞﾗ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞﾗ錠)，ﾋｰﾄ
表50mg追加

EISAI 250μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

EISAI 500μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

EISAIAH EISAI AH005 EISAI AH005 裸錠 白 有 ｱｽﾄｰﾝ錠 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 気管支拡張剤 0106中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

EISAIAP EISAI AP050 50mg:Eisai AP050 裸錠 白 無 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝ錠50mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EISAIDP EISAI DP030 Eisai DP030 裸錠 黄 有 ﾁﾞｳｾﾙﾋﾟﾝ錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 降圧利尿剤 9609中止
EISAIHS EISAI HS004 Eisai HS004 裸錠 白 有 ﾊｲｽﾀﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾙﾋﾟﾗﾘﾝ 4mg ｴｰｻﾞｲ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9308中止
EISAIKP EISAI KP025 Eisai KP025 裸錠 白 無 ｷﾓﾌﾟｼﾝﾊﾞｯｶﾙ ｷﾓﾄﾘﾌﾟｼﾝ 6000NFｷﾓﾄﾘ

ﾌﾟｼﾝ単位
ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9308中止

EISAIKY EISAI KY005 EISAI KY005 裸錠 淡黄 有 ｹｰﾜﾝ錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｹｰﾜﾝ錠)
0212ﾋｰﾄ商品名記載（ｶﾀ

EISAIML EISAI ML250 EISAI ML250 裸錠 緑 無 ﾒｻﾌｨﾘﾝ配合錠 ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 胃･十二指腸潰瘍，胃炎
治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｻﾌｨﾘﾝ錠)

EISAINE EISAI NE100 裸錠 白 有 ﾈｵﾌｨﾘﾝ錠100mg ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 強心･喘息治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾌｨﾘﾝ錠)

EISAINL EISAI NL015 EISAI NL015 15mg 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾅｰﾙ錠15mg ﾄﾘﾊﾟﾐﾄﾞ 15mg ｴｰｻﾞｲ 血管･腎作動性高血圧治
療剤

9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

EISAINQ EISAI NQ005 5mg:5 EISAI NQ005 裸錠 黄～橙黄 無 ﾉｲｷﾉﾝ錠5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9706ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

EISAINQ EISAI NQ010 10mg:10 EISAI NQ010 裸錠 黄～橙黄 有 ﾉｲｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9604ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

EISAINZ EISAI NZ010 10mg:EISAI NZ010 裸錠 白 無 ﾉｲﾁｰﾑ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9910製造元変更  9704
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EISAINZ EISAI NZ030 30mg:30 EISAI NZ030 裸錠 白 無 ﾉｲﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9910製造元変更 9703ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EISAINZ EISAI NZ090 90mg:90 EISAI NZ090 裸錠 白 無 ﾉｲﾁｰﾑ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9910製造元変更 9704ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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EISAISL EISAI SL001 1mg:SL001 EISAI 1 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

EISAISL EISAI SL002 2mg:SL002 EISAI 2 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠2mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9210ﾋｰﾄ変更

EISAISR EISAI SR005 5mg:5mg EISAI SR005 裸錠 微褐帯白 無 ｽﾄﾛｶｲﾝ錠5mg ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消化管粘膜局麻剤 0802ﾋｰﾄ表5mg追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾄﾛｶｲﾝ錠)

EISAITN EISAI TN100 100mg:100mg EISAI
TN100

裸錠 白 有 ﾃｵｺﾘﾝ錠100mg ｺﾘﾝﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 強心･喘息治療剤 0904中止 0802ﾋｰﾄ表
100mg追加 071221収載
(商品名変更に伴い，前:ﾃ
ｵｺﾘﾝ錠)

EISAIUR EISAI UR250 EISAI UR250 裸錠 白 無 ｳﾛｻｲﾀﾞﾙ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾁｿﾞｰﾙ 250mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ｻﾙﾌｧ剤 0006中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EISAIWF EISAI WF001 裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
0208ﾋｰﾄ変更

EISAIWF EISAI WF005:5 裸錠 帯赤橙 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
EIU Tw 202 Tw202 1800EI.U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 東和薬品 脂質代謝異常改善剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠)
EIZAI EISAI EISAI 裸錠 白 無 ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝ配合錠 ｻﾘﾁﾙ酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ､

ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ
40mg，26mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 鎮暈剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝ錠)
EJ GX EJ2 GX EJ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠50 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 高尿酸血症治療剤 020715収載
EJ GX EJ7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし

型)
灰 無 ｴﾋﾟﾋﾞﾙ錠300 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 300mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ

ｸﾗｲﾝ
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)
EK SY-EK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｴｶﾙｼﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 生晃栄養薬品 脳循環代謝改善剤 9509中止 900713収載
EK EK 01 EK01 0.1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ錠0.1「EK」 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 小林化工 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
050708収載

EK EK 02 EK02 0.2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ錠0.2「EK」 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 小林化工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

EK EK 03 EK03 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50「EK」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 小林化工・ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
EK EK 05 112.5mg EK05:112.5mg 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小林化工-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，

気管支喘息治療剤
070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

EK EK 05 EK05 112.5mg:112.5mg 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小林化工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲとﾋｰﾄ異なる

EK EK 06 225mg EK06:225 EK06 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 225mg 小林化工-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

EK EK 06 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 225mg 小林化工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲとﾋｰﾄ異なる

EKT EKT-1 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ葛根湯ｴｷｽ錠T 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ葛根湯ｴｷｽ
錠T)，社名変更に伴い

EKT EKT-2 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ葛根湯加川きゅう
辛夷ｴｷｽ錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ葛根湯加川
きゅう辛夷ｴｷｽ錠)，社名
変更に伴い

EKT EKT-6 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ十味敗毒湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ十味敗毒湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

EKT EKT-7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 褐～暗褐 無 ｸﾗｼｴ八味地黄丸料ｴｷｽ
錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ八味地黄丸
料ｴｷｽ錠)，社名変更に

EKT EKT-8 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ大柴胡湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ大柴胡湯ｴ
ｷｽ錠)，社名変更に伴い

EKT EKT-9 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ小柴胡湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ小柴胡湯ｴ
ｷｽ錠)，社名変更に伴い
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EKT EKT-10 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ柴胡桂枝湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ柴胡桂枝湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

EKT EKT-12 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ柴胡加竜骨牡蛎湯
ｴｷｽ錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ柴胡加竜骨
牡蛎湯ｴｷｽ錠)，社名変
更に伴い

EKT EKT-14 裸錠 淡黄～淡褐 無 ｸﾗｼｴ半夏瀉心湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ半夏瀉心湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

EKT EKT-15 裸錠 褐～黄褐 無 ｸﾗｼｴ黄連解毒湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ黄連解毒湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

EKT EKT-16 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ半夏厚朴湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ半夏厚朴湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

EKT EKT-17 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ五苓散料ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ五苓散料ｴ
ｷｽ錠)，社名変更に伴い

EKT EKT-18 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ桂枝加苓朮附湯ｴｷ
ｽ錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ桂枝加苓朮
附湯ｴｷｽ錠)，社名変更

EKT EKT-19 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ小青竜湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ小青竜湯ｴ
ｷｽ錠)，社名変更に伴い

EKT EKT-20 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ防已黄耆湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ防已黄耆湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

EKT EKT-25 裸錠 淡褐 無 ｸﾗｼｴ桂枝茯苓丸料ｴｷｽ
錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ桂枝茯苓丸
料ｴｷｽ錠)，社名変更に

EKT EKT-34 裸錠 淡黄褐～淡
褐

無 ｸﾗｼｴ白虎加人参湯ｴｷｽ
錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ白虎加人参
湯ｴｷｽ錠)，社名変更に

EKT EKT-49 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ加味帰脾湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ加味帰脾湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

EKT EKT-52 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴよく苡仁湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳよく苡仁湯ｴ
ｷｽ錠)，社名変更に伴い

EKT EKT-60 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ桂枝加芍薬湯ｴｷｽ
錠

大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ桂枝加芍薬
湯ｴｷｽ錠)，社名変更に

EKT EKT-61 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ桃核承気湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ桃核承気湯
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

EKT EKT-62 裸錠 黄褐～褐 無 ｸﾗｼｴ防風通聖散ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ防風通聖散
ｴｷｽ錠)，社名変更に伴

EKT EKT-71 裸錠 淡褐～褐 無 ｸﾗｼｴ四物湯ｴｷｽ錠 大峰堂薬品工業-ｸﾗｼｴ
薬品

漢方製剤 070706収載(商品名変
更，前:ｶﾈﾎﾞｳ四物湯ｴｷｽ
錠)，社名変更に伴い

EL O.S EL O.S-EL 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾀｸﾚｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高脂血症治療剤 1005中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾀｸﾚｰﾄ錠)

EL EL 裸錠 白 無 ｴﾙﾌﾞﾛｰﾑ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 三菱東京製薬 喀痰溶解剤 0011中止
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EL Tw.EL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 東和薬品 脂質代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ（0211頃迄）
900713収載

EL M135 EL-10 裸錠 黄～橙黄 有 ｴﾚｸﾘｯﾄ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 模範薬品研究所 強心剤 9008中止
EL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾚﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾛｷｻｼﾞﾝ 20mg 山之内製薬 脳機能改善剤 9805中止 9612ﾋｰﾄ裏変
EL Tu EL･200 Tu EL･200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾙｸﾞﾘﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 辰巳化学 粘膜防御性 胃炎･胃潰

瘍治療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｸﾞﾘﾙｶﾌﾟｾ

EL EL218SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｯﾄ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 進化製薬 血管代謝改善剤 9403中止 900713収載
ELC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｶﾌﾟﾘｯｸ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0107中止 900713収載
ELL Sc 285 Sc285 5mg ELL5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｴﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤 0312ﾋｰﾄ変更 980710収
ELL Sc 290 Sc290 10mg ELL10：

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤 03頃ﾋｰﾄ変更（Sc290裏

から表，裏商品名記載）
980710収載

ELS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS錠 大洋薬品工業-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ､吉富薬品

前立腺肥大症治療剤 0203中止 980710収載

ELS 201 ELS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｼｵｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高脂血症治療剤 中止(00以前) 9504本体
刻印

ELS 331 ELS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄ錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 940708
収載

ELSV EL218SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｯﾄ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 進化製薬 血管代謝改善剤 9403中止 900713収載
ELT Tw ELT Tw.ELT 裸錠 淡黄 有 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 東和薬品 循環増強剤 0605中止
EM Tu EM-01 裸錠 淡黄 有 ｴﾙﾓﾉﾝ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 辰巳化学 血圧降下剤 9906中止
EM 糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠3mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
EM 糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠10mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
EM EM 28 4mg 裸錠 白～灰白 無 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠4mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 4mg ｾﾙｼﾞｰﾝ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 100716収載
EMA KI 2228 EMA:MECT KI-2228 裸錠 白 有 ｴﾏﾁｿﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ﾒｸﾄ 気道粘液溶解剤 98中止
EMBL T-31 5 5：5 T31-5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

EMBL T-31 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

EMBL T-31 15 15：T31-15 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

EME EME:FY101 糖衣錠 白 無 ｴﾒﾙｿﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 富士薬品 筋緊張改善剤 中止 920710収載
EMEC EK 05 112.5mg EK05:112.5mg 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小林化工-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，

気管支喘息治療剤
070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

EMEC ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ EMEC 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢EMEC｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大原薬品工業-ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載

EMI CH EMI 100 裸錠 白 有 ｴﾐﾝ ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 長生堂製薬 消化性潰瘍･胃炎治療剤 9510中止
EMP 腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 富山化学工業 抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 9510ﾋｰ

ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
EMP 腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 富山化学工業 抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 9510ﾋｰ

ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
EMPYNASE･
P

KC-280 KC-280 KC-280 9000:9000 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･Pｶﾌﾟｾﾙ9000 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 9000単位 科研製薬 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･P)
0201ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

EMPYNASE･
PD

KC 28 KC28 18000:18000 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性)

白～灰白 無 ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･P錠18000 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 科研製薬 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･PD
錠)

EMR 裸錠 白 有 ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9502
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EN EN:EN 0.025 SCHERING 裸錠 白～微黄白 無 ｵｲﾅｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾘｽﾘﾄﾞ 0.025mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 脳神経伝達機能調整剤 9909中止 9601ﾋｰﾄ変更
8811ﾋｰﾄ変更
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EN EN 裸錠 薄桃 無 ﾚﾘｰﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 0406
頃ﾋｰﾄ変更(表2.5mg削除
他) 0201ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

EN EN 5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾘｰﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0208
ﾋｰﾄ変更 000707収載

ENA PT E01 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ENA PT E02 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ENC Tw.ENC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｴﾝﾃﾗｰｾﾞ･C 東和薬品 消化酵素剤 8910中止
END 裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利

尿剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

ENE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/白 ﾕﾍﾞﾗNｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 0701ﾋｰﾄ表100ｍｇ追加，
商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞﾗﾆｺﾁﾈｰﾄ)

ENE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/白 ﾕﾍﾞﾗﾆｺﾁﾈｰﾄ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾕﾍﾞﾗNｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg)

ENL EISAI NL015 EISAI NL015 15mg 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾅｰﾙ錠15mg ﾄﾘﾊﾟﾐﾄﾞ 15mg ｴｰｻﾞｲ 血管･腎作動性高血圧治
療剤

9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

ENO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｲｸｿﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富山化学工業 抗悪性腫瘍剤 9209中止
ENP 239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

ENP 331 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

ENR 裸錠 白 無 ﾆﾄﾛｰﾙ錠5mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg ｴｰｻﾞｲ 狭心症治療剤 0706商品名変更(前:ﾆﾄ
ﾛｰﾙ錠) 舌下錠(狭心症
発作時)

ENSE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで)

ENT Tw.ENT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾃﾗｰｾﾞ錠 東和薬品 消化酵素剤 95中止
ENT ENT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾃﾗｰｾﾞ配合錠 東和薬品 総合消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾝﾃﾗｰｾﾞ錠)
ENT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘﾅｰｾﾞ錠5 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg わかもと製薬 消炎酵素製剤 0209中止 9710ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
EO Tu EO-050 Tu EO-050 糖衣錠 白 無 ｴﾎﾞﾝﾄﾝ錠｢50｣ 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 辰巳化学 筋緊張･循環改善剤 900713収載
EOK Y-EOK300 300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄 EPAｴﾁﾙｶﾌﾟｾﾙOK300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大蔵製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉

富薬品
EPA製剤 0112中止 980710収載

ﾋｰﾄ表商品名記載
EP EP 01:2.5 EP01 2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢EP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 旧品名(100917ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ

錠2.5mg｢DSEP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴い(新:
第一三共ｴｽﾌｧ) 080704

EP Y EP1 Y-EP1 裸錠 白 有 ｴﾎﾟｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 吉富製薬 脳･末梢循環改善剤，降
圧剤

9809中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 舌下錠

EP n EP1 裸錠 白 有 ｴﾎﾟｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 日医工 循環改善剤 0210ﾋｰﾄ変更 9809承継
EP EP 02:5 EP02 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢EP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 旧品名(100917ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ

錠5mg｢DSEP｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴い(新:
第一三共ｴｽﾌｧ) 080704

EP Y EP2 Y-EP2 2:Y-EP2 裸錠 淡赤白 有 ｴﾎﾟｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 吉富製薬 脳･末梢循環改善剤，降
圧剤

9809中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 舌下錠

EP n EP2 裸錠 淡赤白 有 ｴﾎﾟｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 日医工 循環改善剤 9809承継
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EP EP 03:2.5 EP03 2.5:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
EP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

旧品名(100917ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ
塩酸塩錠2.5mg｢DSEP｣に
変更)，旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴
い(第一三共ｴｽﾌｧへ)
080704収載

EP EP 04:5 EP04 5:5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
EP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

旧品名(100917ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ
塩酸塩錠5mg｢DSEP｣に
変更)，旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴
い(第一三共ｴｽﾌｧへ)
080704収載

EP EP 05:10 EP05 10:10mg 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
EP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

旧品名(100917ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ
塩酸塩錠10mg｢DSEP｣に
変更)，旧ｺｰﾄﾞ，承継に伴
い(第一三共ｴｽﾌｧへ)
080704収載

EP KC-313 KC-313 KC-313:KC-313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌﾞﾝｲｰ･P配合ｶﾌﾟｾﾙ 科研製薬 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌﾞﾝｲｰ･Pｶﾌﾟ
ｾﾙ)

EP EP 20 EP20:Aplatin20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾌﾟﾗﾁﾝ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(090925ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

EP EP 20 EP20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠20mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾟﾗﾁﾝ錠

EP Tw EP 糖衣錠 白 無 ｴﾍﾟﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東和薬品 筋緊張症候改善剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｴﾍﾟﾙ錠)
920710収載

EP EP60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｴｲﾊﾟﾝﾃ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｶﾈﾎﾞｳ
薬品

ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9012中止

EP EP100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｴｲﾊﾟﾝﾃ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｶﾈﾎﾞｳ
薬品

ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9012中止

EP EP100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟﾚﾅｰﾄ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 躁病･躁状
態治療剤

101119収載

EP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟﾚﾅｰﾄ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 藤永製薬 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

旧包装（0407迄） 0306ﾋｰ
ﾄ変更，商品名記載等

EP EP200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟﾚﾅｰﾄ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｴ
ﾋﾟﾚﾅｰﾄ錠)

EP EP 201:2.5 EP201 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢
DSEP｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療薬
/持続性Ca拮抗薬

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠
2.5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
承継に伴い(前:ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ)

EP EP 202:5 EP202 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢DSEP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療薬
/持続性Ca拮抗薬

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠
5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変更，承
継に伴い(前:ｴｯｾﾝｼｬﾙ

EP EP 205:2.5 EP205 2.5 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
DSEP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ・ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸
塩錠2.5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変

EP EP 206:5 EP206 5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
DSEP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸
塩錠5mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変更

EP EP 207:10 EP207 10 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
DSEP｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 第一三共ｴｽﾌｧ･ｴｯｾﾝｼｬ
ﾙﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

100917収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸
塩錠10mg｢EP｣)，ｺｰﾄﾞ変
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EP SW 623 SW-623 裸錠 白 無 ｴﾝﾍﾟﾗｼﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ
複合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾍﾟﾗｼﾝ錠)

EPA MO207 軟ｶﾌﾟｾﾙ(形状:
長円形)

淡黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 持田製薬 EPA製剤(閉塞性動脈硬
化症，高脂血症治療剤)

0602大日本住友製薬中
止

EPC T w:105 Y-EPC25 25μ g:Tw105
25μ g Y-EPC25

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 気管支拡張剤 0006中止 960705収載

EPC Tw 106 Y-EPC50 50μ g:Tw106
50μ g Y-EPC50

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 気管支拡張剤 0012中止 960705収載

EPI 裸錠 白 有 ｲﾋﾟﾉﾃｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

EPL NF63 NF63:EPL 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

褐 EPLｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg ｱｽﾞｳｪﾙ 肝臓疾患用剤･高脂質血
症改善剤

旧ﾋｰﾄ(0204迄) 9706ﾋｰﾄ
変更

EPN EPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾅﾙﾄﾞ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業･ﾃｲｺｸﾒ
ﾃﾞｨｯｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

筋緊張改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0209
ﾋｰﾄ変更 9707ﾋｰﾄ変更
9007収載

EPN EPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾅﾙﾄﾞ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業 筋緊張･循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 97ﾋｰﾄ
変更 9512本体変更(254-
>EPN)

EPS EPS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾍﾟｿﾞｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 筋緊張改善剤 中止 920710収載
EPT SW EPT SW-EPT 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾀｯﾄ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 沢井製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
EPT 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化

成)
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧本体，旧ﾋｰﾄ(9912ま

で) 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載

EPT EPT002 DOJ 裸錠 白 有 ｵｲﾎﾘﾝA ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 同仁医薬化工 精神神経安定剤 中止
EPT EPT005 DOJ 裸錠 黄 有 ｵｲﾎﾘﾝ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 同仁医薬化工 精神安定剤 中止
EPX EPX-10 158 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改

善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9411本
体刻印

ER SW SW-ER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
ERL Sc 230 裸錠 白 有 ｴﾙﾗｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg 三和化学研究所 末梢循環障害改善剤 0306中止 9703ﾋｰﾄ変更

(Sc230追加) 舌下錠
ERN ERN1:1mg 裸錠 白 有 ｴﾙｶﾛﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg 全星薬品工業 循環改善剤 0605中止 0307ﾋｰﾄ変更

舌下錠 十字割線
ERN ERN2:2mg 裸錠 白 有 ｴﾙｶﾛﾝ2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg 全星薬品工業 循環改善剤 0605中止 0308ﾋｰﾄ変更

舌下錠
ERT MM 108 MM108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾃﾛﾉﾝ-R錠 ｺﾝｸｴﾝﾃﾛﾎﾟﾘｱｰﾙ末 100mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 乳酸菌製剤 9804中止 9705ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ERTP ERTP ZE03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾙｶﾛﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 3mg 全星薬品工業 脳循環代謝改善剤 9907中止 920710収載
ES ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾟﾗﾝ錠10mg ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
平滑筋攣縮緩解･微小循
環改善剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾍﾟﾗﾝ錠)
0305ﾋｰﾄ変更，表裏10mg
追加

ES SW-ES ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｽﾀ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 沢井製薬 粘膜正常化剤 90中止
ES ES 1 ES1 5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢SN｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮

抗剤
1012中止

ES ES 2 ES2 10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢SN｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

1012中止

ES JG E53:1 JG E53 1:1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

ES JG E54:2 JG E54 2:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

ES SWES 5 SW-ES5:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ES GX ES7 250mg GX ES７ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

白 無 ｵﾗｾﾌ錠250mg ｾﾌﾛｷｼﾑｱｷｾﾁﾙ 250mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ・第一三
共

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾗｾﾌ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0407ｺｰﾄﾞ変
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ES SW ES:10 SW-ES10:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ES ES150 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｴﾒｻｲﾄﾞ ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ 150mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 抗てんかん剤 9312中止
ES ES250 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ｴﾒｻｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ 250mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 抗てんかん剤 9201中止
ESB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾎﾞﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 宇治製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
0001中止 940708収載

ESB MO206 MO206 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.5mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ESB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾟﾗﾝ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 富山化学工業 平滑筋攣縮緩解･微小循
環改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9705本
体印刷 9512ﾋｰﾄ裏商品
名記載

ESB MO203:ε MO203 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ESC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 日本新薬 前立腺癌治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

ESSY ES100SY 軟ｶﾌﾟｾﾙ(球形) 赤 ｴｾﾌﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｾﾌﾞﾛﾝ100)

EST MO202 MO202 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠100γ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
EST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ESTV MO204 MO204 腟錠(楕円形) 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 持田製薬 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠)
ET ET 裸錠 白 無 ｴﾁｱｻﾞｲﾄﾞ錠 ｴﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 東京田辺製薬 降圧利尿剤 9605中止
ET CH8 裸錠 白 有 ｴﾐﾃｯｸｽ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 長生堂製薬 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ

臭化水素酸塩錠2.5mg｢
CH｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ET Tw:0.5 Tw.ET0.5 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東和薬品 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(1010迄) 920710
収載

ET Tw:1 Tw.ET1.0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 東和薬品 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(1012迄) 920710
収載

ET 裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで)
ET Tu ET-10 裸錠 黄～橙黄 有 ｴﾐﾄﾛﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 辰巳化学 代謝性強心剤 0707中止
ET Tu ET-10 糖衣錠 黄 無 ｴﾐﾄﾛﾝ糖衣錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 辰巳化学 代謝性強心剤 96中止
ET SW-074:SW-ET 裸錠 黄 有 ｴﾁﾌﾛﾝ5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 沢井製薬 循環増強剤 9409中止
ET MM 105 MM105:ET 裸錠 白 有 ｴﾄｽｺｰﾙ錠 硫酸ﾍｷｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 0.5mg 森下ﾙｾﾙ 気管支拡張剤 9303中止
ET R J ET249 :2.5mg 裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ-科薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ(0611迄)，ｻﾝﾄﾞのも

のとﾋｰﾄ統一に伴い 0601
製造販売元社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

ET R J
2.5mg

裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾚﾅﾝﾄ錠)
0812ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

ETAS 耳:ETA-S 糖衣錠 橙 無 ｲｰﾀｯﾌﾟS錠｢ｲｾｲ｣ ｺﾊｸ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙｶﾙｼｳ 100mg ｲｾｲ ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 0706中止
ETD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁﾄﾞﾗｰﾙ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定剤 0108中止 950707収載
ETD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁﾄﾞﾗｰﾙ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定剤 中止 950707収載
ETE 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠50mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
ETE 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ETE 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ETL T 50 50：Ｔ50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 抗狭心症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)
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ETL T100:+ 100：Ｔ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 高田製薬-塩野義製薬 抗狭心症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

ETM SW-122:SW-ETM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾀﾒｰﾄ 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 沢井製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 9301中止
ETO ETO-50:MECT KI-1225 糖衣錠 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9305中止
ETO 裸錠 白 有 ｴﾄﾅｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄)，SP→

PTPへ 9705変更(Sc371
ETO Sc 371 Sc371 90mg ETO90：

90mg
裸錠 白 有 ｴﾄﾅｰｾﾞ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 0903中止 0512商品名変

更(前:ｴﾄﾅｰｾﾞ錠)，本体
ｺｰﾄﾞ記載 0306SP→
PTP， 9705変更(Sc371

ETO KI E ETO-100:MECT KI-1227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9306中止
ETR SW 142 SW-142:SW-ETR 糖衣錠 白 無 ｴﾄﾗﾌﾟﾁﾝ錠1 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9504中止 940708収載
EU HOE-SXS  EU-40  HOE-

SXS  EU-40
HOE-SXS EU-40 40mg：
40mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｵｲﾃﾝｼﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 降圧剤(持効性ﾌﾛｾﾐﾄﾞ) 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｲﾃﾝｼﾝ)

EV Tu-EV 糖衣錠 白 無 ｴﾜﾎﾞﾄﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 辰巳化学 筋弛緩剤 9312中止
EV Tu-EV 糖衣錠 黄 無 ｴﾜﾎﾞﾄﾝ錠｢100｣ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 辰巳化学 筋弛緩剤 9912中止
EV CF:EV1.0 SCHERING 裸錠 白 有 ｴﾊﾞﾐｰﾙ錠1.0 ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9601ﾋｰﾄ

変更 900824収載
EVT TTS-228 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞﾁｺｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 高田製薬 高脂質血症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾊﾞﾁｺｰﾙP錠)
920710収載

EXC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
EXTEROL NPI 218A EXTEROL 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｴｷｽﾃﾛｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日本薬品工業 動脈硬化用剤 8809中止
EZ EZ10 裸錠(長円形) 白 有 ｾﾞﾁｰｱ錠10mg ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg MSD・ﾊﾞｲｴﾙ薬品 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰ

ﾀｰ阻害剤，高脂血症治
療剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)，ﾋｰﾄ裏記号変更

EZC Tw.EZC Tw.EZC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/淡黄透明 ｴﾝﾃｻﾞｲﾑSｶﾌﾟｾﾙ 東和薬品 消化酵素剤 94中止
F O.S PL･F O.S-PL･F 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢ﾃｲｺｸ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高血圧･狭心症・頻脈治

療剤
0909中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

F A 25:FJ FJ A25 裸錠 白 無 ｱﾛｾﾘﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 富士製薬工業 前立腺肥大症治療剤 0710中止
F 耳:SUN-F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｻﾝﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0711中止 0310社名変更
F FJTF:30mg 裸錠 白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠30mg｢F｣ 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg 富士製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠F)
F 白線2本 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙF 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 旧ﾋｰﾄ(0904迄) 0704社名

変更(統合に伴い，前:三
F O.S PL-F O.S-PL･F 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙF錠｢ｵｦﾀ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧･狭心症・頻脈治

療剤
旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠5mg｢ﾃｲｺｸ｣)

F F FM 320mg:320mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌｪｰﾏｽ錠 乾燥硫酸鉄 320mg(鉄とし
て100mg)

岩城製薬 徐放性鉄剤 0406中止

F O.S-B･F 糖衣錠 淡緑 無 ﾌﾞﾚﾒﾝF錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 4万単位 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎酵素剤 9501中止
F TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)，ﾋｰﾄ表裏

商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号LAX削除 9610ﾋｰﾄ裏

F TJN ONE:0.25 0.25μ ｇ:0.25μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

F 腟錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(04頃迄) 01商品

F TJN ONE:0.5 0.5μ g:0.5μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

F TJN ONE:1.0 1.0μ g:1.0μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

F WELLCOME O2F WELLCOME O2F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9712
ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名
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F YT F2 YT-F2:YT-F2 TEB-D50 口腔内崩壊錠 白 有 ﾃﾙﾎﾞﾐﾝD錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 心臓選択性β 遮断剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 990315承
認 9907販売

F S 2：S 2 裸錠(花形) 淡赤 有 ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 塩野義製薬 降圧利尿剤 0303SP→PTP 98ﾋｰﾄ記
号削除，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 十字割線

F MS F-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
F 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで) 92ﾋｰﾄ

変更
F MS F-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
F HT3F 裸錠 白 有 ﾎﾓﾃﾞｨｯｷ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 堀田薬品合成 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9505中止
F MS F-04 F-04 50:F-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 明治製菓-興和創薬 鎮痛･抗炎症剤 0709中止 0610販売会社

社名変更，統合に伴い
(前:日研化学)

F MS F-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ｱﾝﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 明治製菓 鎮痛･抗炎症剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟ
ｾﾙ)

F FS F04 FS-F04 裸錠 白 有 ﾌﾗﾒﾝｺ錠 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 扶桑薬品工業 骨格筋弛緩剤 0609頃中止 9912ﾋｰﾄ商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

F ＪＧ F05:50 JG F05 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢JG｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

F FS F05 FS-F05 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾌｨｰﾙ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

扶桑薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 0902中止 0212ヒート変更
（50mg追加など)

F MS F05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗｷｻｰﾄ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 頻尿治療剤 9012中止
F HT 6F HT6F 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｼﾞﾗﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 堀田薬品合成 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9505中止 9310本体ｺｰﾄﾞ

化 920710収載
F FS F07 FS-F07 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾗﾎﾞｽﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 扶桑薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0612中止 970711収載
F MS F07

250mg
裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製

剤
割線に見える模様あり

F HT7F 糖衣錠 白 無 ﾚﾅﾃﾞｯｸ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 堀田薬品合成 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止 960705収載
F HT8F HT8F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 堀田薬品合成 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9811中止 951116承認

9607販売
F GC:F8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
F BF 13 BF13 裸錠 白～わずか

に淡黄褐
無 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ錠剤 ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌 12mg ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ製薬-武田薬品

工業
ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌整腸剤 030704収載

F MS F08
500mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり

F GC:F9 GC4590 腟錠 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ腟錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
F HT 10F HT10F 30 裸錠 白 有 ｻﾗﾐﾝﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 堀田薬品合成 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 99中止 980710収載
F JG F10:100 JG F10 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢JG｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

F f:10 SD:TKS303 裸錠 白 無 ｼｰﾃﾞﾘﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 帝国化学産業-杏林製薬 乳癌治療剤 9903中止 900713収載
F 裸錠 淡紅 有 ﾊﾞｲｼﾘﾝ錠 ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾍﾞﾝｻﾞﾁ 20万単位 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9911中止
F SW F10:10 SW-F10:10mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ

ﾝ口腔内崩壊錠)
1003頃本体裏10追加(味
もﾒﾝﾄｰﾙからｵﾚﾝｼﾞﾖｰｸﾞﾙ
ﾄへ変更) 060707収載

F JG F11 JGF11 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠
100mg｢JG｣

ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0801発売

F F 11 FGD-10：10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ H2受容体拮抗剤 050708収載
F PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ

ﾍﾟﾘﾝとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠)

F PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾓﾋﾟｼﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg ﾏﾙｺ製薬 消炎鎮痛剤 9109中止
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘﾌﾟﾛｲﾄﾞ錠10mg ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 鎮痙剤 1011中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)
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F MCI 012 MCI012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾅｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg 三菱化学-藤沢薬品工業 脳血管性精神症状改善
剤

9805中止 9702ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

F JG F12 JGF12 50mg 50:50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢JG｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗血小板剤 1011発売
F JG F13 JGF13 100mg 100:100 裸錠 白 有 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢JG｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗血小板剤 1011発売
F TW 裸錠 白 無 ﾊﾞｲｼﾘﾝV2錠 万有製薬 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠150mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質

製剤
0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

F CT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ｼﾝｼﾘﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
F SW F20:20 SW-F20:20mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ

ﾝ口腔内崩壊錠)
1003頃本体裏20追加(味
もﾒﾝﾄｰﾙからｵﾚﾝｼﾞﾖｰｸﾞﾙ
ﾄへ変更) 060707収載

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質
製剤

0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

F F20 TSU617 25mg 裸錠 白 有 ﾌｫﾘﾝｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 鶴原製薬 M1受容体遮断剤 0905中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｫﾘ
ﾝｾﾞﾋﾟﾝ錠)

F C-21F C-21F・2.5：2.5 裸錠 白 無 ｼｸﾞﾏｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 中外製薬 狭心症治療剤 0211ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 9707ﾋｰﾄ記号
(SIG2.5)削除，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

F C-21F 5 C-21F・5:5 裸錠 白 有 ｼｸﾞﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 中外製薬 狭心症治療剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 9705ﾋｰﾄ記号(SIG5)
削除，裏商品名記載(ｶﾀｶ

F 裸錠 白 有 ﾗﾋﾟﾉｰｹﾞﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 β 受容体遮断剤 0604頃中止 0301本体ｺｰ
ﾄﾞ化，ﾋｰﾄ変更 9804ﾋｰﾄ

F F 22 FGD-20：20mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ H2受容体拮抗剤 050708収載
F KW F KW F:KW F 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

25mg｢ｱﾒﾙ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 共和薬品工業 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

F O.S-HS･F25 25mg：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0911中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

F SV 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

F PT F29 裸錠 白 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
F C-31F 5 FAD5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

錠)
黄 無 ﾌｧﾃﾞﾐﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0011中止

F C-31F 15 FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

黄 無 ﾌｧﾃﾞﾐﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

15mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0011中止

F μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ﾛﾝﾌﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-三笠製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1009中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

F F 33 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｫﾘﾒｼﾞﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 鶴原製薬 消化管運動改善剤 101119収載
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9712ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9108まで)
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9702ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304

大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304
大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な
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F JG F50 JGF50 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢JG｣ ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 071203収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾊﾟﾚｽ錠
50mg)，承継に伴い(ﾏﾙｺ
製薬より)，ｺｰﾄﾞ変更

F 50 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠50 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
F KW F50 KW F50:KW F50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

50mg｢ｱﾒﾙ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

F SV 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

F JG F56 JGF56 50:50 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢JG｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 食後過血糖改善剤 090515収載
F JG F57 JGF57 100:100 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢JG｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 食後過血糖改善剤 090515収載
F KW F75 KW F75:KW F75 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

75mg｢ｱﾒﾙ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 共和薬品工業 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

F JG F77 JG F77 1:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢JG｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

F JG F78 JG F78 3:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢JG｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0402本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更

F 裸錠 白 無 ﾊｲｾﾁﾝ腟錠 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗生物質(非特異的腟炎) 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 0112ﾋｰﾄ
変更

F F102 裸錠 白 無 ﾍｷｼﾎﾞﾝ 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 東邦新薬 気道粘液溶解剤 中止
F 裸錠 薄紅 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 8805ｼｰﾄ

変更
F 裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 0510製

造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬) 0504社名変更(合

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ･藤沢薬品工
業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9711製
造元変更 910315収載

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 125mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
F 125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0612中止 0504社名変更

(合併)
F 裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 8805ｼｰﾄ

変更
F 裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 藤沢薬品工業 利尿降圧剤 0208中止 9712ﾋｰﾄ裏変

更(ALT削除)，表裏商品
名記載

F F201 糖衣錠 白 無 ｼｽｴｰｽT L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 東邦新薬 去痰剤 中止
F BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ萬有 一硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 250mg 万有製薬 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質

製剤
0201中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

F NPI:217F NPI-217F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾄﾙﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0111中止 980710収載
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤

221削除等)
F FJ 250 腟錠(裸錠) 白 無 ｱｽｿﾞｰﾙ腟錠250 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 1005中止 020705収載
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
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F 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
F 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)
F 250 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504社名変更(合併)

F 250PB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止 9707ﾋｰﾄ変更

記載(ｶﾀｶﾅ
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤

251削除等)
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ｺﾛﾈﾙ錠500mg ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ 500mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏性腸症候群治療剤 0606ﾋｰﾄ若干変更 0510

製造元社名変更 0504社
名変更(合併)

F BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg(力
価)

ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

125mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 97中止 9604ﾋｰﾄ変更

F BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg(力
価)

ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 万有製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0012中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

F 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 0106中止 9704ﾋｰﾄ裏変
更(GSFP125削除)

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠50mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

F 307AV
307AV 300

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄) 三共と
ﾋｰﾄ異なる 0504社名変
更(合併)

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 911129
収載

F
CFDN

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工
業

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，0402本体商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更
0310製造元社名変更

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 0907ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
F

CFIX
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9705
ﾋｰﾄ裏変更

F
0.25mg

糖衣錠 淡黄緑 無 ｼﾞｷﾞﾗﾉｹﾞﾝC錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社
名変更 0504社名変更(合
併)

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 911129
収載

F
CFDN

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1012迄)

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1012ﾋｰﾄ変更
F 裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社

名変更 0504社名変更(合
併)

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 1002ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9707
ﾋｰﾄ裏変更

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更
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F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微帯黄
白

有 ｾﾛｹﾝL錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg 藤沢薬品工業 徐放性高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 920417
収載

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁﾝ 2mg（ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁ
ﾝとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，製造販
売元変更に伴い(新：長生
堂製薬-田辺製薬販売)

F FPF 421 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶｲﾛｯｸ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 藤本製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)
F 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙黄 ﾃﾞｺﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症治療剤 9612中止

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅白 無 ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠7.5mg 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏大腸症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠)
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

F 裸錠 淡黄褐 無 ﾄﾘｺﾏｲｼﾝ腟錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ﾄﾘｺﾏｲｼﾝ(外) 5万単位 藤沢薬品工業 抗真菌剤 0008中止
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0204迄)
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （胃・十二指腸潰瘍，統合

失調症，うつ病・うつ状
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病，うつ病，胃･
十二指腸潰瘍治療剤

旧本体･ﾋｰﾄ(0204迄)

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神分裂病，うつ病，胃･
十二指腸潰瘍治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ)

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0205迄)
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （統合失調症，うつ病・う

つ状態）
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ､ﾌｪﾉﾊﾞ
ﾙﾋﾞﾀｰﾙ

7.5mg，15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏大腸症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｺﾛﾝP錠)

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （統合失調症，うつ病・う

つ状態）
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

F
GRP-O

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾘﾍﾟﾆﾝ-O錠 ｶﾙﾌｪｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止

F 500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
F 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠 ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 5mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0008中止 9809ﾋｰﾄ変更

(5NV削除)
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠2mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
F 裸錠 淡橙紅 無 ﾊｲﾛﾝｸﾞ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 万有製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
F BANYU 裸錠 淡橙紅 無 ﾊｲﾛﾝｸﾞ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 万有製薬 抗不安剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
F 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢25｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 25mg ｱｲﾛﾑ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0604社名変更(前:小林製

薬工業) 0504承継，販売
移管(藤沢薬品より) 0203
ﾋｰﾄ裏変更

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠 ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ錠)，

除等)
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
F 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢50｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9612中止 8712ｼｰﾄ変更
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠5mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
F BANYU 裸錠 白 無 ｱﾝﾁﾞﾆﾝ錠250mg ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 万有製薬 抗動脈硬化剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 0.5mg（ﾀｸﾛﾘ

ﾑｽとして）
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

F 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄)
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F 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 1102頃ﾋｰﾄ若干変更
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 1mg（ﾀｸﾛﾘﾑ

ｽとして）
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

F 裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品
工業

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

F 裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品
工業

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0108中止 9712ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

F MO620 F 腟錠 白 無 腟用新ﾌﾗﾝｾｴﾌF錠 20mg 持田製薬 硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ腟錠 9108中止
F 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ

変更
F 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 1103頃ﾋｰﾄ若干変更
F 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾞﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 藤沢薬品工業 微小循環改善剤 99中止 9710ﾋｰﾄ裏変更

(PEN削除)，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠10mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
F 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 藤沢薬品工業 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで)
F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 消化器機能異常治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠)

F 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ
変更

F 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 11頃ﾋｰﾄ若干変更
F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/灰赤 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ

として)
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

健胃消化剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0203本体商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)) 9704ﾋｰﾄ変

F TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUC削除

F 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾘﾝ錠 臭化ﾌﾟﾘﾌｨﾆｳﾑ 15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成鎮痙剤 0512中止 0510製造元社
名変更 0504社名変更(合
併)

F BANYU 裸錠 白 有 ﾋﾞｽﾄｶｲﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg 万有製薬 胃粘膜麻酔剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

F BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐｺｽ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 万有製薬 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐｺｽ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 万有製薬 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
F 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

F 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

F 裸錠(楕円形) 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠20 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

F
5mg

裸錠 薄赤 無 ｼﾝｸﾞﾚｱﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，
気管支喘息治療薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

F 裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 25mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090324
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25)
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F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 50mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090324
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50)

F M F M FSM 228 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9511本
体変更(旧:TA) 9406本体
刻印

F M F M 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0512
商品名変更(前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠
｢ﾅｶﾉ｣) 0209ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ

FAD Tw.FAD 糖衣錠 橙 無 F･A･D錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 94中止
FAD TYK02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧品名，ﾃﾞｰﾀ 030704商

品名変更（FAD錠5mg
（TYK)へ） 0108ﾋｰﾄ変更
(FAD5削除)

FAD Tu FAD-5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢5｣ﾀﾂﾐ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 96中止
FAD TSU085 5mg:FAD 5 5mg

耳：FAD5
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 FAD錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:FAD5(ﾂﾙﾊﾗ))
FAD C-31F 5 FAD5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

錠)
黄 無 ﾌｧﾃﾞﾐﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0011中止

FAD 耳:FAD-5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾗｼﾞﾚﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg ｲｾｲ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9502中止
FAD SW-008:SW-FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 FAD錠10｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 90中止
FAD Tw.FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄）
FAD TYK03 FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧ﾋｰﾄ 98ﾋｰﾄ変更(FAD10

追加) 裏商品名記載
FAD TSU086 10mg: FAD10

10mg耳:FAD10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 FAD錠10mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:FAD10(ﾂﾙﾊ
FAD FAD10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾗｼﾞﾚﾝD錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg ｲｾｲ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9503中止
FAD FPF-710 耳:FAD-15 糖衣錠 黄 無 F.A.D錠｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣-15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 藤本製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9412中止
FAD Tu FAD-15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢15｣ﾀﾂﾐ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 辰巳化学・日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
FAD SW-009:SW-FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠15｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9509中止
FAD SYT030 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠15｢三恵｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 三恵薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9907中止
FAD TYK105 FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 FAD錠15mg(TYK) ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
15mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧ﾋｰﾄ 98ﾋｰﾄ変更(FAD15

追加) 9303製造元変更
FAD C-31F 15 FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

錠)
黄 無 ﾌｧﾃﾞﾐﾝ錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
15mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0011中止

FADSY FAD15SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠15mg｢ｾｲｺｰ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 中止
FAMVIR FAMVIR:250 FAMVIR 250 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾑﾋﾞﾙ錠250mg ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ-ﾏﾙﾎ 抗ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ剤 080613収載
FAN Tw.FAN

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤

商品名変更(前:ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟ
FANSIDAR ROCHE 裸錠（十字割

線）
白 有 ﾌｧﾝｼﾀﾞｰﾙ錠 ｽﾙﾌｧﾄﾞｷｼﾝ､ﾋﾟﾘﾒﾀﾐﾝ 500mg､25mg 中外製薬 抗ﾏﾗﾘｱ剤 1001中止

FAS PT F20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
FAS PT F21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
FASV PT F29 裸錠 白 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
FAV 307AV

307AV 300
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄) 三共と
ﾋｰﾄ異なる 0504社名変
更(合併)

FB NVR:F B NVR FB 裸錠 白～微黄白 有 ｴｸｱ錠50mg ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的DPP-4阻害薬[2
型糖尿病治療薬]

100416収載

FB Tw:FB
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾗｷｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 東和薬品 頻尿治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 0612商品名変更(前:ｱ
ﾎﾟﾗｷｰﾄ錠)

FC 糖衣錠 白 無 ﾌｪｽｺﾘﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

解熱鎮痛消炎剤 9109中止
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FC GS:FC1 GSFC1:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0208ｺｰﾄﾞ変更

FC GSFC2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

橙 無 ｴﾌﾟｼﾞｺﾑ配合錠 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ，硫酸ｱﾊﾞｶﾋﾞ
ﾙ

300mg，
600mg(ｱﾊﾞｶ
ﾋﾞﾙとして)

ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

FC FC 2 裸錠 白 有 ｶﾊﾟｰｿﾝ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0006中止 960705収載

FC FC 3 FC3 裸錠 淡紅 有 ﾎﾟﾅﾍﾟﾙﾄ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg（無水
物として）

富士ｶﾌﾟｾﾙ 鎮痛･抗炎症剤 03頃中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶﾀｶ

FC FC9 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg｢
FC｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，富士製薬工業

免疫抑制剤 060707収載

FC FC10 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄白 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢
FC｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，富士製薬工業

免疫抑制剤 060707収載

FC FC12 FC12 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ
200mg｢FC｣

塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 0812中止 060707収載

FC YD 461 FC13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢FC｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ 持効性Ca拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾆ
ｿﾐﾅｰﾄﾞ錠5mg(陽進堂販
売)と本体ｺｰﾄﾞ同じ(同成

FC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な

FC YD 448 FC14 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢FC｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ H2受容体拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾌﾟ
ﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg(陽進堂･
日医工)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
(同成分)

FC YD 449 FC15 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢FC｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ H2受容体拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾌﾟ
ﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg(陽進堂･
日医工)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
(同成分)

FC FC17 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-高田製薬，ﾋﾞ
ｵﾒﾃﾞｨｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1011迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ) 080620収載
(商品名変更に伴い，前:ｶ
ﾙｼﾀﾐﾝ0.25)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

FC FC18 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-高田製薬，ﾋﾞ
ｵﾒﾃﾞｨｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1011迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ) 0806商品名
変更(前:ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

FC FC19 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-高田製薬，ﾋﾞ
ｵﾒﾃﾞｨｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1011迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ) 0806商品名
変更(前:ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

FC FC20 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｶﾙｼﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1011迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ) 091113収載

FC SW-691:SW-FC20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｻｺｰﾙ20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 92中止
FC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄

緑
ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴

い） 大正富山とﾋｰﾄ異な
FC SW-692:SW-FC40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｻｺｰﾙ40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 92中止
FCFDN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
FCFIX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
FCFIX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
FCI GS:FC1 GSFC1:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ

ﾁﾝとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤
0208ｺｰﾄﾞ変更

FCI FCI-101 耳:NB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾈﾍﾞﾙｸｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富士化学工業 抗悪性腫瘍剤 9801中止
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FCI FCI 108 耳:FCI108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈﾍﾞﾙｸ腸溶錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富士化学工業 抗悪性腫瘍剤 0002中止
FCI FCI109 耳:FCI109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾈﾍﾞﾙｸ腸溶ｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富士化学工業 抗悪性腫瘍剤 0002中止
FCI FCI 161 FCI161:FCI161 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾁﾈｽ錠50 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 富士化学工業 筋緊張･痙性麻痺改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 900713

収載
FCI FCI 211 FCI 211 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾒﾉｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 富士化学工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9409まで) 900713

収載
FCIGS GS:FC1 GSFC1:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ

ﾁﾝとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤
0208ｺｰﾄﾞ変更

FCT SY.FCT 糖衣錠 白 無 ﾌｪﾝｺｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 生晃栄養薬品 骨格筋弛緩剤 9509中止 9107製造元変
更

FD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
FD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載
FD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9712ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
FD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9108まで)
FD PT F36 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 95ﾋｰﾄ

裏商品名記載
FD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9702ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
FD FD100：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞｲﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 子宮内膜症・乳腺症治療

剤

FD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾀﾞｲﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 子宮内膜症治療剤

FDT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢ｻﾝﾃﾝ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 参天製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで)
FDX 259 FDX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾝﾄﾞｷｼﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 94本体

刻印
FE Hoechst FE 糖衣錠 白 無 ﾌｪｽﾀｰﾙ ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 高単位消化酵素製剤 9312中止
FE FE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄) 9805

製造元，本体，ﾋｰﾄ変更，
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
9507収載

FE GS:FE2 GSFE2:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠20mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 20mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0209ｺｰﾄﾞ変更

FE SW 344 SW344 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾁｰﾑ錠50 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

沢井製薬 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 03頃ﾋｰﾄ変更 940708収
載

FER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄ錠105mg 硫酸鉄 525mg(鉄とし
て105mg)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 徐放型鉄剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯ

FET 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

健胃消化剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

FF FF 11:25 FF11:25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢FFP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

FF FF 12:50 FF12:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢FFP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

FF FF 13:75 FF13:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢FFP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

FF FF 14:10 FF14 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢FFP｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

FF FF 15:20 FF15 20mg:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢FFP｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

FFJ FJ 08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 0409本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
FFJ FJ 09 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 0410本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
FFJ FJ12:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg

「F」
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)

0311本体ｺｰﾄﾞ追加
FFJ FJ11:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg

「F」
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(0610迄)

030704収載
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FFR 314 FFR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾛﾌﾄﾗﾝE錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗悪性腫瘍剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9411本
体刻印

FG FG 10 FGT-10 [ｼｵﾉﾏｰｸ]:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日
本薬品工業

H2受容体拮抗剤 030704収載

FG FG 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日
本薬品工業

H2受容体拮抗剤 030704収載

FG 糖衣錠 白 無 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 塩野義製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服
錠)，ﾋｰﾄ表250mg追加

FGD F 11 FGD-10：10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ H2受容体拮抗剤 050708収載
FGD F 22 FGD-20：20mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ H2受容体拮抗剤 050708収載
FGSFP 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで) SP-

>PTP
FGT FG 10 FGT-10 [ｼｵﾉﾏｰｸ]:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日

本薬品工業
H2受容体拮抗剤 030704収載

FGT FG 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日
本薬品工業

H2受容体拮抗剤 030704収載

FGV 裸錠(発泡性) 白 無 ﾌﾗｼﾞｰﾙ腟錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 塩野義製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗｼﾞｰﾙ腟錠)

FH FH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｾｰﾌ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大原薬品工業 頻尿治療剤 9403中止 900713収載
FH 100 耳:FH100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 FH錠｢三井｣100 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 100mg 三井製薬工業 抗悪性腫瘍剤 9910中止
FH 200 耳:FH200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 FH錠｢三井｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 三井製薬工業 抗悪性腫瘍剤 9910中止
FH FH FH259SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾀﾝﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 進化製薬 頻尿治療剤 9603中止
FHCAP FH cap 耳:FH cap ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 FHｶﾌﾟｾﾙ｢ｼｴｰﾘﾝｸﾞ｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 抗癌剤 0102中止 001228追補
FHCAP FH cap 耳:FH cap 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 FHｶﾌﾟｾﾙ｢三井｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 抗悪性腫瘍剤 0103中止 98ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
FHSV FH FH259SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾀﾝﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 進化製薬 頻尿治療剤 9603中止
FIO SANDOZ:FIORINAL 裸錠 白 無 ﾌｨｵﾘﾅｰﾙ ｻﾝﾄﾞ薬品 鎮痛剤

除)
FJ FJ 01 FJWF 裸錠 白 有 ｱﾚﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 富士製薬工業 血液凝固阻止剤 旧ﾋｰﾄ（0305迄） 0101本

体刻印 0002販売
FJ FJ 01 ＦＪ01 1mg 裸錠 白 有 ｱﾚﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 富士製薬工業 血液凝固阻止剤 0305ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更（前：Ｆ

ＪＷＦ），裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

FJ FJ 02 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 0108本体
刻印(FJ02)，割線入

FJ FJ 02 FJ02:1mg 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg｢F｣ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 経口卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠
1mg)

FJ FJ 003 100 FJ 003 100：100mg 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
形)

白 無 ｵｷｺﾅｰﾙ腟錠100mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｷｺﾅｰﾙ

FJ FJ 003 600 FJ 003 600:600mg 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
形)

白 無 ｵｷｺﾅｰﾙ腟錠600mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 600mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｷｺﾅｰﾙ

FJ FJ 03 FJ03：50mg 裸錠 白 有 ｸﾛﾐﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩錠50mg｢
F｣

ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 富士製薬工業 排卵誘発剤 1010本体小型化 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ錠
50mg｢F｣)

FJ FJ 03 裸錠 白 有 ﾌｪﾐﾛﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 富士製薬工業 排卵誘発剤 旧ﾋｰﾄ（0305迄） 0110刻
印(FJ03)追加 9601ﾋｰﾄ変

FJ FJ 04 裸錠 黄 無 ﾊﾘｿﾞﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 富士製薬工業 抗真菌性抗生物質 旧ﾋｰﾄ（0211迄) 0111本

FJ FJ 04 FJ04:100mg 裸錠 黄 無 ﾊﾘｿﾞﾝ錠100mg ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 富士製薬工業 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗真菌
性抗生物質

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾘｿﾞﾝ錠)

FJ FJ 05 FJ05:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｾﾅﾌﾟﾛｽﾄ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 富士製薬工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体

020705収載
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FJ FJ06:250mg 糖衣錠 白 有 ｱｽｿﾞｰﾙ錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｿﾞｰﾙ錠)
0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

FJ FJ 07 FJ07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾒﾄﾗｰｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 富士製薬工業 切迫流･早産治療剤 0712商品名変更(前:ﾘﾒﾄ
ﾗｰｸ錠) 0405本体刻印，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

FJ FJ 08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 0409本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
FJ FJ 09 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 0410本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
FJ FJ 10 腟錠 白 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ腟錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊｲｼｼﾞﾝ腟錠)
0411本体ｺｰﾄﾞ刻印

FJ FJ11:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(0610迄)
030704収載

FJ FJ 11 50mg  FJ 11 50mg FJ11 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 0610ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄも若
干変更(表50mg追加等)

FJ FJ12:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)
0311本体ｺｰﾄﾞ追加

FJ FJ12 100mg FJ12 100mg FJ12 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg
「F」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 深在性真菌症治療剤 0805ﾋｰﾄ表100mg追加
0510本体ｺｰﾄﾞ変更

FJ FJ 15 FJ15：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg「F」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 富士製薬工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
FJ FJ 16：10 FJ16：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg

「F」
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 富士製薬工業 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘ
ﾝ錠10mg「F」)

FJ FJ 17：20 FJ17：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg
「F」

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 富士製薬工業 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘ
ﾝ錠20mg「F」)

FJ FJ 18 FJ18:5μ g 裸錠 白 無 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μ
g｢F｣

ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

富士製薬工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

060707収載

FJ FJ19:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢F｣ ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 富士製薬工業･日本ｹﾐﾌｧ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

FJ FJ 21 FJ21：0.5mg 裸錠 白 有 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ錠0.5「F」 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ 0.5mg 富士製薬工業 選択的ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 040709収載
FJ FJ 22 FJ22:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢F｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

FJ FJ 23:0.25 FJ23 0.25mg:0.25mg 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢F｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
FJ FJ 24:1 FJ24 1mg:1mg 裸錠 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢F｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
FJ FJ 27 FJ27 250ｍｇ:250mg 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢F｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 富士製薬工業・ﾐﾔﾘｻﾝ製
薬

潰瘍性大腸炎・ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載

FJ FJ 28:2.5 FJ28 2.5mg:2.5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢F｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

富士製薬工業 持続性Ca拮抗薬 1005ﾋｰﾄ若干変更

FJ FJ 29:5 FJ29 5mg:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢F｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

富士製薬工業 持続性Ca拮抗薬 1005ﾋｰﾄ若干変更

FJ FJ 30:80 FJ30 80mg:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢F｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

前立腺癌治療剤 090515収載

FJ FJ 31 FJ31 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 1009販売会社変更(前:ﾜｲ
ｽ，武田薬品工業)，ｺｰﾄﾞ
変更

FJ FJ 32 FJ32:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 富士製薬工業 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 0609ｺｰﾄﾞ変更，本体ｺｰﾄﾞ
追加

FJ FJ 33 FJ33:25mg 裸錠 白又は微黄 無 ｴﾌﾐﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 富士製薬工業-科研製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾌﾐﾝ錠)

FJ FJ 35 FJ35 裸錠 白 無 ﾋﾞﾎｰﾌﾟA錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1mg，0.05mg 富士製薬工業 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 1101中止 0804ｺｰﾄﾞ変更
FJ FJ 39 FJ39 500mg:500mg 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢F｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 富士製薬工業･ﾐﾔﾘｻﾝ製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載

FJ FJ 40 FJ40 裸錠 白 無 ﾊｲｾﾁﾝ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗生物質製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲｾﾁﾝ腟錠)
0708本体，ﾋｰﾄ記号追加
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FJ FJ41 50 FJ41 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢F｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

FJ FJ42 100 FJ42 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢F｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 富士製薬工業・富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

FJ FJ 47 FJ47 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢F｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

富士製薬工業 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

FJ FJ 050 FJ050：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲﾛﾐｱ錠 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

富士製薬工業 鉄欠乏性貧血治療剤 0506中止 03ﾋｰﾄ変更，裏
記号削除 9601変更

FJ FJ 250 腟錠(裸錠) 白 無 ｱｽｿﾞｰﾙ腟錠250 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 1005中止 020705収載
FJA A 25:FJ FJ A25 裸錠 白 無 ｱﾛｾﾘﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 富士製薬工業 前立腺肥大症治療剤 0710中止
FJB B 25 FJ B25:2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして)
富士製薬工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠)
0111ﾋｰﾄ変更

FJBH FJBH 裸錠 白 無 ﾋﾞﾎｰﾌﾟA錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1mg，0.05mg 富士製薬工業 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0804迄) 0306ﾋｰﾄ
表FJBH追加，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）

FJE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄澄明 ﾊﾟｰｼﾞｪﾘｰｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 富士製薬工業 EPA製剤 0012中止 980710収載

FJH FJ H02 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

FJH FJ H03 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

FJHO FJ H02 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

FJHO FJ H03 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

FJI I 200:FJ 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾄﾌﾗﾎﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 富士製薬工業 骨粗鬆症治療剤 9904中止 970711収載
FJIN IN 100 FJIN100：100mg 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ腟錠100mg 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ
FJIN IN 300 FJIN300：300mg 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ腟錠300mg 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ
FJM M 200 FJM200:200 200mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠200 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
200mg 富士製薬工業 抗悪性腫瘍経口黄体ﾎﾙ

ﾓﾝ製剤
0309ﾋｰﾄ変更，表200mg
削除等 990709収載

FJO FJ 07 FJ07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾒﾄﾗｰｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 富士製薬工業 切迫流･早産治療剤 0712商品名変更(前:ﾘﾒﾄ
ﾗｰｸ錠) 0405本体刻印，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

FJTA FJ 02 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 0108本体
刻印(FJ02)，割線入

FJTB FJTB:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 富士製薬工業 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0609迄) 0112ﾋｰﾄ
裏商品名記載，ｺｰﾄﾞ削除
010907収載(品名変更)

FJTD FJTD 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業-ﾜｲｽ，武
田薬品工業

経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄) 0312
社名変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾝ

FJTF 裸錠 白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠F 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9607商品

FJTF FJTF:30mg 裸錠 白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠30mg｢F｣ 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg 富士製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠F)

FJTJ FJTJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
錠0.125mg｢F｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 富士製薬工業 子宮収縮止血剤 0806商品名変更(前:ﾏﾚｲ
ﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠F)

FJTN FJ 03 裸錠 白 有 ﾌｪﾐﾛﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 富士製薬工業 排卵誘発剤 旧ﾋｰﾄ（0305迄） 0110刻
印(FJ03)追加 9601ﾋｰﾄ変

FJTO 裸錠 白 無 ﾗｸﾁﾙ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 富士製薬工業 流早産防止･鎮痙剤 0002中止 9508ﾋｰﾄ変更
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FJTT B 25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 9511ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化
FJTV FJ 04 裸錠 黄 無 ﾊﾘｿﾞﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 富士製薬工業 抗真菌性抗生物質 旧ﾋｰﾄ（0211迄) 0111本

FJTW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾒﾄﾗｰｸ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 富士製薬工業 切迫流･早産治療剤 旧ｺｰﾄﾞ，本体(0405迄)
FJTX 裸錠 白 無 ｴﾙﾊﾞｯｸｽ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 富士製薬工業 乳癌治療剤

FJWF FJ 01 FJWF 裸錠 白 有 ｱﾚﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 富士製薬工業 血液凝固阻止剤 旧ﾋｰﾄ（0305迄） 0101本
体刻印 0002販売

FK 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ﾒﾅｰﾂｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 5mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK製剤 9307中止 920710収載
FL FL:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 岩城製薬 頻尿治療剤 0207中止
FL Y:FL 0.25 糖衣錠 白 無 ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠(0.25) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
FL Y:FL 0.5 Y-FL0.5 0.5mg：0.5mg 糖衣錠 淡橙 無 ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠(0.5) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 0.5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0307ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

FL Y FL1 Y-FL1 1mg：1mg 糖衣錠 橙 無 ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠(1) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 1mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

FL PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 非麻薬性鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9405まで)

FL PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠)

FLA FL 231-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙﾛﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日本ﾍｷｻﾙ 止瀉剤 0010中止 980119承認
9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

FLASE 耳:F-LASE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/橙透明 ｴﾌﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｼｵｴ製薬 総合消化酵素剤 0003中止
FLCA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304

大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

FLCA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304
大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

FLD FL 231-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙﾛﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日本ﾍｷｻﾙ 止瀉剤 0010中止 980119承認
9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

FLM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
FLM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法

剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

FLR Tu-BA 001 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾄﾗｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 睡眠導入剤 辰巳のﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠
1mg(ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ)と本体

FLR TTS 216 FLR:TTS-216 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明(淡白ｼｰﾙ)

ﾌﾙﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 高田製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 920710収
載

FLSY FL-SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ錠80mg｢ｾｲ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 生晃栄養薬品 膵･胆道系鎮痙剤 98中止
FLT Tw FLT Tw.FLT 裸錠 淡桃 有 ﾌﾙﾄﾘｱ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 東和薬品 降圧利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾙﾄﾘｱ錠)
FLU FLU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾛｳﾗｰﾄ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 頻尿治療剤 95中止
FLV 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ

ﾄ
薄橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載

(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

FLV 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

FLV FLV 10 FLV10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢三和｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-三和化学研究
所

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載
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FLV FLV 20 FLV20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢三和｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-三和化学研究
所

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

FLV FLV 30 FLV30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢三和｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-三和化学研究
所

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

FLV 裸錠 白 無 ﾌﾙﾋﾞｽﾀﾁﾝUF錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 塩野義製薬 抗真菌性抗生物質 0104中止 9708ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

FLX 糖衣錠 白 無 ﾌﾚｷｼﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 塩野義製薬 頻尿治療剤 0004中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

FM 裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙ ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 50mg， 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止
FM F FM:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌｪｰﾏｽ錠 乾燥硫酸鉄 320mg 岩城製薬 鉄剤 旧ﾋｰﾄ(0001迄) 9103変更
FM F M FSM 228 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9511本

体変更(旧:TA) 9406本体
刻印

FM F M 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0512
商品名変更(前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠
｢ﾅｶﾉ｣) 0209ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ

FM FM 20 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 990709収載

FM F FM 320mg:320mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌｪｰﾏｽ錠 乾燥硫酸鉄 320mg(鉄とし
て100mg)

岩城製薬 徐放性鉄剤 0406中止

FM SW-669 SW-669 500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎｽﾏﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 沢井製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0101中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-FM)削除，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

FMCI MCI 012 MCI012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾅｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg 三菱化学-藤沢薬品工業 脳血管性精神症状改善
剤

9805中止 9702ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

FMT FMT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

FMT FMT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

FMT FMT200 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾌｴﾑ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 0011中止
FN Tw FN Tw.FN 100mg 裸錠 白 有 ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ塩酸塩錠

100mg｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 東和薬品 鎮咳剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰ
FN Tw FN Tw.FN 100mg 裸錠 白 有 ﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 東和薬品 鎮咳剤 旧品名(080620ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐ

ﾝ塩酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ｣
に変更)

FN Tu FN-001 1mg 裸錠 微黄 有 ﾌﾙﾐﾉｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 辰巳化学 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0712中止
FN FN f 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0305ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 000707収載
FN FN h 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0309ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 000707収載
FN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9708ﾋｰﾄ

裏変更
FN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠300mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 300mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 9604中止

FNA FN11A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｾﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

脳代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

FNA FN31A 糖衣錠 淡赤 無 ﾌﾅｺﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

FNB FN11B 糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃｰｽ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

FNB FN FN33B 裸錠 橙 無 ｹｰﾗｲﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

血管強化･止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

FNC FN FN21C 裸錠 白 有 ﾌﾅｿﾞｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

低血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
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FND FN21D 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾊｲｸﾛﾚｰﾄ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

動脈硬化用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

FNE FN E FN E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 痔疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで) 920101
社名変更

FNF FN f 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0305ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000707収載

FNF FNF 15 糖衣錠 白 無 ﾌﾗﾆﾝF錠15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 東京田辺製薬 FAD製剤 9410中止
FNG FN 21G FN21G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ

ﾀﾞｳ)
脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

FNH FN h 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0309ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000707収載

FNH FN 21H FN21H 裸錠 白 有 ﾚｽｱｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

FNJ FN 21J FN21J ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

FNP FNP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌｪﾆﾊﾟﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 解熱鎮痛消炎剤 中止 900713収載
FNT FN T FN T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｵ･ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ

ﾀﾞｳ)
循環不全治療剤 9010中止

FO 糖衣錠 白 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠20mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 20mg 第一三共 統合失調症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

FO 糖衣錠 薄橙 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠40mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 40mg 第一三共 統合失調症治療剤 1004よりﾊﾞﾗ包装のみ
FOM Tw FOM500  Tw

FOM500
Tw.FOM 500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ500mg ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 東和薬品 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製

剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ
500)

FORLT CIBA:KA CIBA KA FORLT 裸錠 淡橙 無 ﾌｫﾘｽﾀﾙﾛﾝﾀﾌﾞ ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾞﾒﾁﾝﾃﾞﾝ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9201中止
FP 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝ-FP錠｢三共｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 三共 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ製剤 0212中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
FP FPF 181 FPF181:2.5mg 裸錠 白 無 ｴﾌﾋﾟｰ錠2.5 塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ｴﾌﾋﾟｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 0911中止 0509製造販売

元変更，承継に伴い(前:
藤本製薬)

FP FP 100 100:TYK121 100 裸錠 白 有 ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠100mg｢TYK｣ ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠

FP FP 100 100:TYK121 100 裸錠 白 有 ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大正薬品工業 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾃｵﾘﾌｨﾝ錠
100mg｢TYK｣に変更)

FP SW 120 SW-120 4:4mg 裸錠 白 無 ﾌﾙﾍﾟﾝA 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 沢井製薬 気道粘液溶解剤 旧品名(0606迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾌﾙﾍﾟﾝ錠
4mg)

FP FP 200 200:TYK122 200 裸錠 白 有 ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠200mg｢TYK｣ ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠

FP FP 200 200:TYK122 200 裸錠 白 有 ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大正薬品工業 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠
200mg｢TYK｣に変更)

FPF COMETA FPF-126 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ｺﾒﾀｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 藤本製薬 末梢性神経障害治療剤 9101中止
FPF 2 FPF-132 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠-2｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 藤本製薬 抗不安剤 8911中止
FPF FPF 142 裸錠 淡青 有 ﾃﾄﾗﾅｲﾄ錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 藤本製薬 睡眠導入剤 9412中止 920710収載
FPF FPF-145 糖衣錠 淡緑 無 ﾀｰﾄﾝ錠-5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 藤本製薬 抗不安剤 9003中止
FPF FPF-161 裸錠 白 有 ﾋｽｸﾛ錠｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 藤本製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9007中止
FPF FPF 171 裸錠 白 有 ﾓﾛﾗｯｸ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 藤本製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 9404中止 900713収載
FPF FPF 181 FPF181:2.5mg 裸錠 白 無 ｴﾌﾋﾟｰ錠2.5 塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ｴﾌﾋﾟｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 0911中止 0509製造販売

元変更，承継に伴い(前:
藤本製薬)

FPF FPF182:2.5mg 耳
裏:FPOD-2.5

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄，淡
黄～黄の斑

無 ｴﾌﾋﾟｰOD錠2.5 塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ｴﾌﾋﾟｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 1011色変更(前:白～微
黄，橙赤～暗褐の斑点)

FPF FPF 213 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝﾄﾜｰﾙ錠-25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 藤本製薬 冠血管拡張･抗血小板剤 9202中止
FPF FPF 216 耳:A-PHRINE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｰﾌﾗｲﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 藤本製薬 脳動脈硬化用剤 9001中止
FPF FPF 217 FPF217 30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 S･ｸﾆｯｸ錠 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
30mg 藤本製薬 血管強化･止血剤 0408中止
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FPF FPF 224 FPF 224 糖衣錠 白 無 ｺﾛﾝﾎﾟ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 藤本製薬 循環機能改善剤 9412中止 900713収載
FPF FPF-245 裸錠 白 有 ﾃﾞﾐｽﾛﾝ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 藤本製薬 降圧利尿剤 8904中止
FPF FPF-248 耳:DSS-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 DSS錠300(ﾌｼﾞﾓﾄ) ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 藤本製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9207中止
FPF FPF-249 裸錠 白 有 ﾃﾞﾏﾝﾀﾞ舌下錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 藤本製薬 脳･末梢循環障害改善剤 舌下錠 8904中止
FPF FPF 252:NFﾌｼﾞﾓﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 藤本製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9412中止
FPF 2.5 2.5mg:FPF-264 裸錠 淡黄 無 ﾌﾞﾛｽﾃﾝ錠-2.5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 藤本製薬 高血圧･不整脈･狭心症

治療剤
9206中止

FPF FPF FPF 267 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 藤本製薬 高血圧･不整脈･狭心症
治療剤

9412中止

FPF FPF-278 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄橙 ﾓﾃﾆｺｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 藤本製薬 微小循環賦活剤 9205中止
FPF FPF 285 FPF 285 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾐﾝﾅ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 藤本製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9412中止 920710収載

FPF F･P･F-319 裸錠 白 有 ｱｽﾐﾝｺｰﾙ 藤本製薬 鎮痛剤 9208中止
FPF FPF-K FPF327:40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/無透

明
ｶｼｰﾄRｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 40mg 藤本製薬 鎮咳剤 0408中止

FPF FPF 421 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶｲﾛｯｸ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 藤本製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)
FPF FPF 421 FPF421:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶｲﾛｯｸ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 藤本製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｶｲﾛｯｸ錠)
0202ﾋｰﾄ裏商品名記載
9308本体変更

FPF SP FPF-426 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｬﾁｰﾙSPｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤本製薬 消化性潰瘍･精神分裂
病･うつ病治療剤

9005中止

FPF FPF 429 400:FPF429 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾛｯｸ錠400 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 藤本製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9812中止
FPF CHINO  CHINO FPF441 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ﾁﾉｶﾌﾟｾﾙ125 ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 125mg 藤本製薬 経口胆石溶解剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1001頃迄)

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁﾉｶﾌﾟｾﾙ｢ﾌｼﾞ
ﾓﾄ｣)

FPF FPF 488 FPF488 80mg 糖衣錠 黄緑 無 ﾖｰﾃﾞﾙS糖衣錠-80 ｾﾝﾅｴｷｽ 80mg 藤本製薬 便秘治療剤 0201ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

FPF FPF-491 糖衣錠 白 無 ﾌｼﾞｽｺA糖衣錠｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 藤本製薬 鎮痙剤 9006中止
FPF FPF-540 裸錠 白～微黄 無 ﾄﾚｶﾙﾓA錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 藤本製薬 前立腺肥大症治療剤 8808中止
FPF FPF 587 FPF587 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｻﾞｸﾞｯﾄﾞ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 藤本製薬 血管拡張剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載 010907収載(規格表
示変更)

FPF FPF 588 FPF588 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾛｰｻﾞｸﾞｯﾄﾞ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 藤本製薬 血管拡張剤 010907収載(商品名，規
格表示変更)

FPF FPF-642 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾃﾞﾐｴﾙ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 藤本製薬 頻尿治療剤 9003中止
FPF FPF-710 耳:FAD-15 糖衣錠 黄 無 F.A.D錠｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣-15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 藤本製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9412中止
FPF FPF718 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱｽﾗﾋﾞﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 藤本製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0408中止
FPF FPF719 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱｽﾗﾋﾞﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 藤本製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0408中止
FPF FPF-765 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾟﾘﾌｧﾘﾝ錠-200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 藤本製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9208中止
FPF FPF 768 糖衣錠 白 無 ﾌｼﾞﾀﾓﾝ錠 藤本製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB剤 9001中止
FPF 100:FPF-819 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 S･ｸﾆｯｸ錠-100 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
100mg 藤本製薬 放射線防護･白血球減尐

症治療剤
9010中止

FPF FPF-864 耳:PRT-40 糖衣錠 淡青緑 無 P.R.T-40｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 40mg 藤本製薬 肝疾患改善剤 9012中止
FPF FPF 912 糖衣錠 淡黄褐 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠-200｢ﾌｼﾞﾓ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 藤本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 8912中止
FPF FPF-917 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ-250｢ﾌｼﾞ

ﾓﾄ｣
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 藤本製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9011中止

FPFK FPF-K FPF327:40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/無透
明

ｶｼｰﾄRｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 40mg 藤本製薬 鎮咳剤 0408中止

FPOD FPF182:2.5mg 耳
裏:FPOD-2.5

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄，淡
黄～黄の斑

無 ｴﾌﾋﾟｰOD錠2.5 塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ｴﾌﾋﾟｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 1011色変更(前:白～微
黄，橙赤～暗褐の斑点)

FR ROCHE:F R ROCHE/FR 裸錠 淡赤 有 ﾏﾄﾞﾊﾟｰ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

中外製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾄﾞﾊﾟｰ錠)
0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

FR 裸錠 淡黄 無 ﾌﾛｾﾄﾞﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 参天製薬 降圧利尿剤 9302中止
FR ROCHE:F R 裸錠 淡赤 有 ﾏﾄﾞﾊﾟｰ錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ

ﾄﾞ
100mg､
28.5mg

日本ﾛｼｭ ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
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FR ROCHE:F R 裸錠 淡赤 有 ﾏﾄﾞﾊﾟｰ錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

中外製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0904迄)

FRANDOL 裸錠 白(薄灰ない
し淡黄の斑

無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ）

FRD 裸錠 白(薄灰ない
し淡黄の斑

無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(9609迄)

FRE FRE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾑｰﾌﾞ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 切迫流･早産治療剤 0509中止 0110社名変更
9910製造元変更，ﾋｰﾄ記
号(FRE5mg)削除

FRI FRI 50 裸錠 白 有 ﾌﾘｸﾀﾝ錠｢三研｣50mg ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 三和化学研究所 降圧利尿剤 9108中止
FRIR Sc 217 FRI R 裸錠 白 有 ﾌﾘｸﾀﾝR錠 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ､ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 三和化学研究所 血圧降下剤 9108中止
FRS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9603社

名変更 950707収載
FRT Tw FRT Tw.FRT 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 東和薬品 利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾄｰ
ﾜ｣)

FRZ FRZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg ｴﾑｴﾌ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9603社
名変更 900713収載

FS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠 ｽﾙﾁｱﾑ 200mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 旧ﾃﾞｰﾀ，0110承継(共和
薬品工業へ)

FS SANDOZ:FS FS 10mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ10 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

削除)
FS FS 2 FS2 2.5mg OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾌ

ｿｰ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症・狭心症治療

剤，持続性Ca拮抗剤
091113収載

FS FS 5 FS5 5mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾌｿｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症・狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗剤

091113収載

FS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9209販売

FS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9301販売

FS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9510販売

FSA FS A07 FS-A07 裸錠 白 有 ｱﾙｻｽ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ
ﾝとして）

扶桑薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0510中止

FSC FS C03 FS-C03 裸錠 淡緑 無 ｾﾙﾆﾙﾄﾝ錠 ｾﾙﾆﾁﾝﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ 63mg 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

前立腺疾患治療剤 0509製造販売元変更
0110ﾋｰﾄ変更(SP→
PTP)，裏ｶﾀｶﾅ記載 9607
本体刻印

FSC FS C16 FS-C16 5mg：5mg 裸錠 白 無 ｺﾚﾘｯﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 扶桑薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

FSC FS C17 FS-C17 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ｺﾚﾘｯﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 扶桑薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

FSD FS D03 FS-D03 裸錠 白 有 ｼﾞﾒｷｼﾝ錠 ｽﾙﾌｧｼﾞﾒﾄｷｼﾝ 250mg 扶桑薬品工業 持続性ｻﾙﾌｧ剤 0509中止 9912ﾋｰﾄ商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9510本体

FSD FS D05 FS-D05 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠”ﾌｿｰ” ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 扶桑薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0312中止
FSD FS D10 FS-D10 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱﾘｰﾄﾞ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 扶桑薬品工業 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載

FSE FS-E03 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐 ｴﾗｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ-50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 扶桑薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0407中止
FSE FS-E04 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐 ｴﾗｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ-100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 扶桑薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0407中止
FSE FS-E12 0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ0.25)

FSE FS-E13 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ0.5)
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FSE FS-E14 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ1.0)

FSE FS-E15 300mg：300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｴﾊﾟﾌｨｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 扶桑薬品工業 EPA製剤 0405ﾋｰﾄ変更 980710収
載

FSE FS-E19 3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｴﾙｼﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 扶桑薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
FSF FS F04 FS-F04 裸錠 白 有 ﾌﾗﾒﾝｺ錠 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 扶桑薬品工業 骨格筋弛緩剤 0609頃中止 9912ﾋｰﾄ商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
FSF FS F05 FS-F05 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾌｨｰﾙ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
扶桑薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 0902中止 0212ヒート変更

（50mg追加など)
FSF FS F07 FS-F07 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾗﾎﾞｽﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 扶桑薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0612中止 970711収載
FSG FS G05 FS-G05 裸錠 白 無 ｶﾞｽﾃｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 扶桑薬品工業 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞｽﾃｰﾙ)
9812本体，ﾋｰﾄ変更(製造
元変更の為)

FSH FS H01 FS-H01 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾒﾁﾞﾝ錠 肝臓加水分解物 100mg 扶桑薬品工業 肝水解物製剤 9412中止
FSH FS-H04 250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾎﾟｾﾛｰﾙ-250 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 扶桑薬品 高脂血症治療剤 0509中止 0101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

化，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

FSH FS-H05 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾎﾟｾﾛｰﾙ-500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 扶桑薬品工業 高脂血症治療剤 0509中止 0101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
化，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

FSH FS-H08 0.18mg 裸錠 白 無 ﾍﾓﾘﾝｶﾞﾙ舌下錠0.18mg 静脈血管叢ｴｷｽ 0.18mg 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

痔疾治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾓﾘﾝｶﾞﾙ)，ﾋｰ
ﾄ表0.18mg追加

FSH FS-H13 FS-H13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗灰/白 ﾋﾙﾄﾞｼﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 扶桑薬品工業 脳血流促進剤 9905中止 8804色変更
FSM FS-M01 裸錠 黄 有 ﾏｽﾊﾙﾐﾝ錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 9704中止
FSM FS M05 FS-M05 裸錠 白 有 ﾒﾁｷｻｰﾄ錠 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ 2.5mg 扶桑薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0504中止 9912ﾋｰﾄ商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
FSM F M FSM 228 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9511本

体変更(旧:TA) 9406本体
刻印

FSMIN 耳:F-SMIN Tab.S 裸錠 緑 無 ｴﾌｽﾐﾝ錠S ｼｵｴ製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9210中止
FSMINTAB. 耳:F-SMIN Tab.S 裸錠 緑 無 ｴﾌｽﾐﾝ錠S ｼｵｴ製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9210中止
FSN FS N03 FS-N03 裸錠 白 有 ﾆｺｷｻﾁﾝ錠200mg ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 扶桑薬品工業 末梢血行改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆｺｷｻﾁﾝ錠)
FSN FS N06 FS-N06 裸錠 白 有 ﾈｸﾀﾘｽ錠50mg ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 9301中止
FSN FS-N09 FS-N09 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾆｺﾙﾀﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 扶桑薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0409中止
FSN FS N10 FS-N10 裸錠 白 有 ﾆｺﾙﾀﾞ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 扶桑薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ，商品名(010706ﾆ

ｺﾙﾀﾞ錠250mg収載)
FSN FS N12 FS-N 12:250mg 裸錠 白 無 ﾆｺﾙﾀﾞ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 扶桑薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0905中止 010706収載(商

品名の変更，前:ﾆｺﾙﾀﾞ
FSP FS P10 FS-P10 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40m｢ﾌｿｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾒﾃﾞｽ錠)
FSP FS P10 FS-P10 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾒﾃﾞｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 0608中止，販売名変更に

伴い(新:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ﾌ
ｿｰ｣) 8805本体刻印

FSP FS P21 FS-P21 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg｢
ﾌｿｰ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 扶桑薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止

FSR FS R03 FS-R03 0.5mg 裸錠 白 有 ﾘﾈｽﾃﾛﾝ錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 扶桑薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾈｽﾃﾛﾝ錠)

FSR FS-R09 軟ｶﾌﾟｾﾙ 緑 ﾛﾜｺｰﾙ”ｶﾌﾟｾﾙ” 扶桑薬品工業 胆石症治療剤 9102中止
FSR FS-R11 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ﾛﾜﾁﾝ”ｶﾌﾟｾﾙ” 扶桑薬品工業 尿石症治療剤 1010中止(0909の回収措

置に伴い) 精製テルペン
製剤

FSR FS R13 FS-R13 裸錠 白 無 ﾗｰｾﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 扶桑薬品工業 鎮痛消炎剤 0610頃中止 8803剤型変
更
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FSR FS R14 FS-R14 裸錠 白 無 ﾚﾌﾟﾀｰ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 扶桑薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

肝･胆･消化機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0908迄)，承継に
伴い(新:日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)

FSR FS R15 FS-R15 裸錠 白 有 ﾚﾌﾟﾀｰ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 扶桑薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

肝･胆･消化機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0908迄)，承継に
伴い(新:日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)

FSS FS S03 FS-S03 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

100mg，
100mg

扶桑薬品工業 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9508中止

FSS FS-S12 糖衣錠 赤 無 ｼﾝｾﾛｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 扶桑薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9909中止
FST FS-T05 糖衣錠 暗赤紅 無 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ﾌｿｰ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として）

扶桑薬品工業 緩下剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁﾈﾗｯｸ錠)

FST FS-T05 糖衣錠 暗赤紅 無 ﾁﾈﾗｯｸ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg（ｾﾝﾉｼ
ﾄﾞA･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として）

扶桑薬品工業 緩下剤 旧品名(0606迄)，商品名
変更に伴い(新:ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ﾌｿｰ｣)

FST FST100 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌｧｽﾃﾘﾝ100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 02中止
FST FST200 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾌｧｽﾃﾘﾝ200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 中止
FSU FS U01 FS-U01 裸錠 白 有 ｱﾌﾟﾄﾞﾙﾐﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 扶桑薬品工業 循環増強剤 0504中止
FSU FS-U03 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙赤 ﾕﾆｯﾄｶﾌﾟｾﾙ-10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 扶桑薬品工業 うっ血性心不全治療剤 9203中止

FSV FS V07 FS-V07 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠”ﾌｿｰ” ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 扶桑薬品工業 凝血性ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 0703中止 9912ﾋｰﾄ商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

FSV FS-V12 FS-V12 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾘｱｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 扶桑薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810中止 900713収載
FSZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｽｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ

変更 95ｺｰﾄﾞ化
FSZS 225 FSZ-S:225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌｽｾﾞﾐﾝS錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 大洋薬品工業 鎮咳去痰剤 9007中止 薬価削除
FT CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌｪﾆﾀﾚﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 長生堂製薬 消炎鎮痛剤 98中止 9304ﾋｰﾄ変更
FT TKS 111 TKS111 裸錠 白 無 ﾌﾛｯﾃｨ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0712中止 0607販売会社

社名変更 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品) 0002
ﾋｰﾄFT削除

FT ROCHE ･1･:F T 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1)

FT 1削除)
FT FT 2.5 2.5mg FT2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧｰｽﾙｰ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 伏見製薬所-伏見製薬 緩下剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｧｰｽﾙｰ錠)
FT W 305 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
FT W 310 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1010本体ｺｰﾄﾞ追加
FT W 315 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
FTR M･S･TROCHE･ MS FTR ﾄﾛｰﾁ(ﾄﾞｰﾅﾂ型) 薄橙 無 複合ﾄﾛｰﾁ明治 明治製菓 複合抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 明治の

SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

FU ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで)

FU ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9507
ﾋｰﾄ変更

FU ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 0010中止 9705ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

FU Tu-FU 010 Tu FU-010 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｲﾌﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続型脳血管障害改善 9905中止 940708収載
FUJI S 050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲﾛﾐｱ錠 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
富士製薬工業 鉄欠乏性貧血治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9601まで) 940708

収載
FUJI L○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 糖衣錠 白 無 ｱｽｿﾞｰﾙ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 富士製薬工業 ﾄﾘｺﾓﾅｽ症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9603ﾋｰﾄ

FUJI U○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 有 ｱﾙｼﾄｼﾝ錠 ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 富士製薬工業 真菌症治療剤 0005中止 9603ﾋｰﾄ変更

FUJI E○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 9307中止
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FUJI FJ 02 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 0108本体
刻印(FJ02)，割線入

FUJI 腟錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(04頃迄) 01商品

FUJI 腟錠 白 無 ｴﾙｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌製剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 0108商品

FUJI 裸錠 白 無 ｴﾙﾊﾞｯｸｽ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 富士製薬工業 乳癌治療剤

FUJI H○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 無 ﾃﾞｭﾗﾐﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 5mg 富士製薬工業 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ製剤 9210中止

FUJI 腟錠 白 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ(0109頃迄)，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96**変

FUJI 裸錠 白 無 ﾊｲｾﾁﾝ腟錠 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗生物質 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 9511変更

FUJI G○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 淡桃 有 ﾊｲﾁｵﾝB12錠 ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.1mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9210中止

FUJI FJ 04 裸錠 黄 無 ﾊﾘｿﾞﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 富士製薬工業 抗真菌性抗生物質 旧ﾋｰﾄ（0211迄) 0111本

FUJI IN 100 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV100 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9511変

FUJI IN 300 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV300 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg 富士製薬工業 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9511変

FUJI FJ 03 裸錠 白 有 ﾌｪﾐﾛﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 富士製薬工業 排卵誘発剤 旧ﾋｰﾄ（0305迄） 0110刻
印(FJ03)追加 9601ﾋｰﾄ変

FUJI D○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで)

FUJI FJTD 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業-ﾜｲｽ，武
田薬品工業

経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄) 0312
社名変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾝ

FUJI FJTB:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 富士製薬工業 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0609迄) 0112ﾋｰﾄ
裏商品名記載，ｺｰﾄﾞ削除
010907収載(品名変更)

FUJI C○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 灰褐 無 ﾏｲﾀｼﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 富士製薬工業 合成抗菌剤 9210中止

FUJI 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐 ﾒﾋﾟｼｵﾝ5mg ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg 富士製薬工業 経口腎性貧血用剤･抗乳
腺腫瘍剤

9512中止 940708収載

FUJI 裸錠 白 無 ﾗｸﾁﾙ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 富士製薬工業 流早産防止･鎮痙剤 0002中止 9508ﾋｰﾄ変更

FUJI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾒﾄﾗｰｸ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 富士製薬工業 切迫流･早産治療剤 旧ｺｰﾄﾞ，本体(0405迄)
FUJI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ﾒﾅｰﾂｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 5mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK製剤 9307中止 920710収載
FUJI B 25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 9511ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化
FUJI M 50 裸錠 微黄白 無 ﾒﾉﾎﾟｻﾑ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 富士製薬工業 自律神経調整剤 0011中止 9605ﾋｰﾄ変更

FUJI FD100：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞｲﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 子宮内膜症・乳腺症治療
剤

FUJI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾀﾞｲﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 子宮内膜症治療剤

FUJI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ（0110ﾋｰﾄ
HIS200mg削除，商品名
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FUJI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ(0202ﾋｰﾄ商品名記

FUJIM M 50 裸錠 微黄白 無 ﾒﾉﾎﾟｻﾑ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 富士製薬工業 自律神経調整剤 0011中止 9605ﾋｰﾄ変更

FUL KI 2131 FUL:MECT KI-2131 裸錠 白 有 ﾌﾙﾊﾞﾐﾄﾞ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ﾒｸﾄ 降圧利尿剤 9803中止
FUSO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ

ｽｶﾌﾟｾﾙ
小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9510販売

FUSO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9209販売

FUSO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9301販売

FV SW FV1 SW-FV1 25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

FV SW FV2 SW-FV2 50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

FV SW FV3 SW-FV3 75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

FV YD 003 FV40 裸錠 橙黄 無 ﾌｧﾄﾞﾋﾞﾀﾝ40 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 95中止
FVA 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

FVB 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

FX FX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾐｺｼﾝ錠100 ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)
FY EME:FY101 糖衣錠 白 無 ｴﾒﾙｿﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 富士薬品 筋緊張改善剤 中止 920710収載
FY FY102 FY102 裸錠 淡紫 無 ﾊﾙﾗｯｸ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 富士薬品-共和薬品工業 睡眠導入剤 0301本体ｺｰﾄﾞ追加

920710収載
FY FY 103 FY103 0.25:FY103 裸錠 淡青 有 ﾊﾙﾗｯｸ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 富士薬品-共和薬品工業 睡眠導入剤 0301本体ｺｰﾄﾞ追加

920710収載
FY FY 104 FY104 裸錠 淡紅 有 ｷｻｲﾆﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 富士薬品 鎮痛･抗炎症剤 9811中止 980710収載
FY FY201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾅﾛｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 富士薬品 脳循環代謝改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ変更

(CAL削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

FY FY202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾌﾟｽｹﾞﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 富士薬品 心臓選択性β 遮断剤 03頃中止 97ﾋｰﾄ変更
(LIP50削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 920710収載

FY FY203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾌﾟｽｹﾞﾝ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 富士薬品 心臓選択性β 遮断剤 03頃中止 9711ﾋｰﾄ変更
(LIP25削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

FY SHE:FY204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｪﾋﾞｵｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 富士薬品 高脂血症治療剤 9806中止 920710収載
FY HAM:FY206 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾊﾓﾆﾄﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 富士薬品 消化管運動調律剤 中止 920710収載
FY FY 210 FY210 裸錠 白～淡黄白 無 ﾃﾞｶｾﾘﾝ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 富士薬品 前立腺肥大症治療剤 03頃中止 960705収載
FY FY 301 FY301 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟｼﾗﾎﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 富士薬品 骨粗鬆症治療剤 中止 960705収載
FY FY302 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄透明 ｱﾙﾌｧﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 富士薬品 EPA製剤 03頃中止 980710収載
FY OZE 1mg:FY401 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｵｾﾞｽﾀﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 富士薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 03頃中止 940708収載
FY FY 411 FY411 裸錠 白 有 ﾙｲﾌﾟﾗｼﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 富士薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0003中止 980710収載
FZ FZ-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｺﾝｻｰﾄ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ，ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 富士ﾚﾋﾞｵ 降圧利尿剤 9302中止
FZ FZ 11 FZ11 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄｶﾞｰ錠5 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ H2受容体拮抗剤 1103中止
FZ FZ 12 FZ12 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄｶﾞｰ錠10 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ H2受容体拮抗剤 1104中止
FZ Tu FZ Tu FZ-015 裸錠 白～微黄白 有 ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝ錠)
FZ FZ 24 FZ24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｽﾃﾞｶﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 頻尿治療剤 0009中止 0006製造元変

更 9709ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

FZ FZ 25 FZ25 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾒﾝﾄｰﾙ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環機能改善剤 0208中止 0006製造元変
更 9801ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載
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FZ FZ 26 FZ26 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾒﾝﾄｰﾙ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環機能改善剤 0208中止 0006製造元変
更 9711ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

FZ FZ 27 FZ27 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾅﾛﾝｸﾞ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性Ca拮抗降圧剤 1011中止 1002販売元変
更(前:ｷｯｾｲ薬品)，ﾋｰﾄ若
干変更

FZ FZ 28 FZ28 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾅﾛﾝｸﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性Ca拮抗降圧剤 1011中止 1002販売元変
更(前:ｷｯｾｲ薬品)，ﾋｰﾄ若
干変更

FZ Tu FZ・45  Tu FZ・45 Tu FZ・45 45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ45mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 辰巳化学 徐放性気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝLｶﾌﾟ
ｾﾙ)

FZ FZ 52 FZ52 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｯﾄS錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 肝疾患治療剤 0105中止 0006製造元変
更 9706ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

FZ 糖衣錠 橙赤 無 ﾘﾎﾟﾙｼﾞﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 富士ﾚﾋﾞｵ 冠血管拡張剤 9302中止
FZ FZ 59 FZ59 100mg:100mg 糖衣錠 白 無 ﾐﾅﾙﾌｪﾝ錠100 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾏﾙﾎ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0811中止
FZ FZ 60 FZ60 200mg:200mg 糖衣錠 白 無 ﾐﾅﾙﾌｪﾝ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾏﾙﾎ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0811中止
FZ FZ 74 裸錠(ｵﾌﾞﾛﾝｸﾞ

型)
淡黄 有 ﾅﾘｼｼﾞﾝ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 富士ﾚﾋﾞｵ 狭心症治療剤 9203中止

FZ FZ 75 FZ75 裸錠 白 有 ｷｽﾀﾄﾞｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 高血圧･不整脈用剤 0009中止 0006製造元変
更 9712ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

FZ FZ 101 FZ101 糖衣錠 白 無 ﾓｷｼｰﾙ錠 塩酸ﾓｷｼｼﾘﾄ 30mg 富士ﾚﾋﾞｵ α 1遮断性脳循環改善剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

G R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-富山化学工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（0210頃まで） 98
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

G G○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 淡桃 有 ﾊｲﾁｵﾝB12錠 ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.1mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9210中止

G 糖衣錠 白 無 ﾒﾄｸﾛｰﾙ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 富山化学工業 消化器機能異常改善剤 0111中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

G G 1 G 1 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢AFP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

G JG G01:80 JG G01 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢JG｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺癌治療剤 091113収載
G CH-2G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
黄 無 ｾﾞｵｼﾘﾝF錠 ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 長生堂製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止

G G 3 G 3 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢AFP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

G JG G05:5 JG G5 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢JG｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

G FS G05 FS-G05 裸錠 白 無 ｶﾞｽﾃｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 扶桑薬品工業 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞｽﾃｰﾙ)
9812本体，ﾋｰﾄ変更(製造
元変更の為)

G HT5G HT5G 裸錠 黄～橙黄 有 ｼﾞｬｽﾄｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 堀田薬品合成 代謝性強心剤 中止
G HT 9G:50 HT9G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲｹﾙﾝ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 堀田薬品合成 β 遮断剤 9812中止 920710収載
G JG G10:1 0 JG G10 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ

ﾚｯﾄ型)
白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢JG｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

G FN 21G FN21G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

G MD 21G MD 21G 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 脳循環代謝改善剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾛｸﾗｰﾙ錠)
01ﾋｰﾄ表10mg追加 9702
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

G 裸錠 白 有 ﾗﾋﾟﾉｰｹﾞﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ﾏﾙｺ製薬 β 受容体遮断剤 9511中止
G 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 気道潤滑去痰剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ裏

変更，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803ﾋｰﾄ変更
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G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｱﾎﾞﾋﾞｽｶﾌﾟｾﾙ25 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ 25mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消化管運動機能賦活剤 0304ﾋｰﾄ変更（25mg追
加） 0304大正富山医薬
品販売 9902ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

G G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 950707
収載

G G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)

G μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ﾛﾝﾌﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-三笠製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1009中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｱﾎﾞﾋﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ 50mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消化管運動機能賦活剤 0302ﾋｰﾄ変更（50mg追
加） 0304大正富山医薬
品販売 9902ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

G G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 950707
収載

G G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

G 裸錠 白～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 931126収載

G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝSR錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg ﾏﾙｺ製薬 持続性ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

0104中止 9712ﾋｰﾄ変更

G 裸錠 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 食後過血糖改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧剤型
(0805迄) 0107ﾋｰﾄ変更

G G 100 裸錠(楕円形) 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製 食後過血糖改善剤 0805本体ｺｰﾄﾞ，剤型変更
G 裸錠 白 無 ﾛﾊﾞｷｼﾝ錠 ﾒﾄｶﾙﾊﾞﾓｰﾙ 250mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 骨格筋痙攣弛緩剤 9310中止
G 裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ型) 白 有 ﾄﾞｽﾊﾟﾝ錠 ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 筋弛緩･鎮痛剤 9310中止
G GLAXO G125 G125:Glaxo G125 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 日本ｸﾞﾗｸｿ 皮膚糸状菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)
G 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾀﾝ糖衣錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 鎮痙剤 9507中止
G 糖衣錠 白 無 ｱﾗﾓﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静 9309中止
G 裸錠 白 無 ﾊﾟﾅｽ錠 ｸﾛﾌｪｿﾞﾝ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 消炎鎮痛剤 9311中止
G 裸錠 白 無 ﾊﾞｿﾛ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 脳代謝機能改善剤 89中止
G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白

～黄白
ﾊﾟﾗﾐﾁﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg ﾌﾞｺﾛｰﾑ 300mg あすか製薬-武田薬品工

業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･痛風
治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:300mgﾊﾟﾗﾐﾁﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0711ﾋｰﾄ表
300mg追加

G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾙﾀｿﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｿﾞ
ｼﾝとして)

あすか製薬-日本化薬 鎮痛剤 970912収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾁﾈｽ錠50 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg あすか製薬-武田薬品工
業

筋緊張･痙性麻痺改善剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9711本体，ﾋｰﾄ変更
(製造元変更の為)

G 裸錠 薄紅 有 ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg あすか製薬-武田薬品工
業

鎮痛・抗炎症・解熱剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠)

G G201 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾊﾟｰﾁｰﾑ 東邦新薬 消化酵素剤
削除)

G 糖衣錠 白 無 ﾏﾚﾄﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9309中止
G 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾝﾃﾞﾙ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 低血圧治療剤 9601中止
G 裸錠 白 無 ｲｻﾛﾝ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg あすか製薬-武田薬品工

業
胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｻﾛﾝ錠)
G 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
帯黄白 ｿﾒﾄｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ改善剤 9312中止

G 裸錠 黄 無 ｼﾞﾋﾞﾀｰﾙ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 冠血管拡張剤 9310中止
G 裸錠 黄 無 ｼﾞﾋﾞﾀｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 冠血管拡張剤 9310中止
G NPI:217G NPI-217G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾙﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0111中止 980710収載
G 裸錠 白 無 ﾋﾎﾟﾗｰﾙ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg あすか製薬-武田薬品工

業
起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾎﾟﾗｰﾙ錠)
0804ﾋｰﾄ表1mg追加
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G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾓﾊﾞﾛｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 消化管運動機能改善剤 中止 920710収載
G 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠10 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg あすか製薬-武田薬品工

業
脳循環代謝改善剤 0808ﾋｰﾄ表mg追加 0207

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
G 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg あすか製薬-武田薬品工

業
脳循環代謝改善剤 0808ﾋｰﾄ表mg追加 0208

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾌｨｰﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 不整脈治療剤 0502中止 0205ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄み白/

白～黄み白
(黒灰帯)

ｶﾋﾟﾗﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 脳･末梢血流改善剤 9610中止 8810ｸﾞﾚﾗﾝ製
造

G 裸錠 白 有 ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg あすか製薬-武田薬品工
業

気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠)

G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾘﾊﾟﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0507中止 0204ﾋｰﾄ裏商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 990507
収載

G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾊﾟﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ150 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 150mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0507中止 0203ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 990507
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載

G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾎﾟﾉﾌｪﾝSRｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg あすか製薬-武田薬品工 徐放性去痰剤 050708収載
G 裸錠 白 無 ｱｸﾃﾞｨｰﾑ10 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 酵素製剤 9309中止
G 裸錠 白 無 ｱｸﾃﾞｨｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg あすか製薬-武田薬品工

業
酵素製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｸﾃﾞｨｰﾑ30)
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｸﾃﾞｨｰﾑｶﾌﾟｾﾙ90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg あすか製薬-武田薬品工
業

酵素製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｸﾃﾞｨｰﾑ90)
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

G 裸錠 橙 無 ﾀｼﾞﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg あすか製薬-千寿製薬，
武田薬品工業

止血･血管補強剤 1006ﾋｰﾄ若干変更 0801
ﾋｰﾄ表30mg追加

G 裸錠 橙黄 無 ﾘﾊﾞﾄﾛﾝ錠20 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 91中止
G 裸錠 橙黄 有 ﾘﾊﾞﾄﾛﾝ錠40 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 91中止
G μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g あすか製薬-武田薬品工

業
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0712ﾋｰﾄ表μ g追加 0206

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
G μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
白 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g あすか製薬-武田薬品工

業
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0711ﾋｰﾄ表μ g追加 0206

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
G μ g:1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡赤 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g あすか製薬-武田薬品工

業
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0711ﾋｰﾄ表μ g追加 0206

ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶﾀｶ
G 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ｱﾃﾛﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg あすか製薬-武田薬品工

業
EPA製剤 0804ﾋｰﾄ表300mg追加

0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙 ｼﾊﾞﾗｰｾﾞA 東邦新薬 消化酵素製剤 中止
G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾊﾞﾗｰｾﾞS 東邦新薬 消化酵素製剤 中止
G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾊﾞﾒｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東邦新薬 消化性潰瘍治療剤 中止
G G ToYK505 GAL-TAB 裸錠 白 無 ｶﾞﾛｹﾞﾝ錠 ﾄｶﾝﾌｨﾙ 37.5mg 東亜薬品工業 利胆剤 9909中止 900713収載
G G505 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾊﾞﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 東邦新薬 消化性潰瘍治療剤 中止
G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ67 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg あすか製薬-科研製薬，

武田薬品工業
高脂血症治療剤 041215収載

G 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg あすか製薬-科研製薬，
武田薬品工業

高脂血症治療剤 041215収載

GA CH4 裸錠 白 有 ｶﾞﾚﾝﾄﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0809中止
GA 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾀｰ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1003ﾋｰﾄ若干変更
GA 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾀｰ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1001ﾋｰﾄ若干変更
GA TP 125 GA25:TP-125 裸錠 白 有 ｶﾞﾀﾝﾌﾟﾙ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 竹島製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで) 900713

収載
GA HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 北陸製薬 消化管運動賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 950825

収載
GA 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄)
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GAD 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞｽﾀｰD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1009ﾋｰﾄ若干変更 0504
社名変更(合併)

GAD 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞｽﾀｰD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1007ﾋｰﾄ若干変更 0504
社名変更(合併)

GALTAB G ToYK505 GAL-TAB 裸錠 白 無 ｶﾞﾛｹﾞﾝ錠 ﾄｶﾝﾌｨﾙ 37.5mg 東亜薬品工業 利胆剤 9909中止 900713収載
GANATON HC 803 50:HC803 Ganaton50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 北陸製薬 消化管運動賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9701ﾋｰﾄ

変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

GAOD
GaOD10mg

口腔内崩壊錠 微帯緑白～
帯緑白

無 ｶﾞｽﾀｰOD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 山之内製薬 H2受容体拮抗剤 0007中止  970627収載

GAOD
GaOD20mg

口腔内崩壊錠 微帯緑白～
帯緑白

無 ｶﾞｽﾀｰOD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 山之内製薬 H2受容体拮抗剤 0007中止 970627収載

GASPORTD t 41
10mg：10mg

裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

GASPORTD t 42
20mg：20mg

裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

GAT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾞｳﾃﾘﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 宇治製薬 消炎鎮痛剤 9810中止
GB 裸錠 白 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

GB 裸錠 橙 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

GB Tu GB Tu GB-50 裸錠 微黄白 無 ｹﾞｰｽﾍﾞﾝ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 辰巳化学 自律神経調整剤 0708中止
GB GB232SV 裸錠 白 有 ｽﾛｰﾄﾝ錠 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg 進化製薬 消化性潰瘍治療剤 9304中止
GB GB250 裸錠 白 無 GABOB錠｢ﾚﾀﾞﾘｰ｣ γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪

酸
250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 脳機能代謝改善剤 9312中止

GBSV GB232SV 裸錠 白 有 ｽﾛｰﾄﾝ錠 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg 進化製薬 消化性潰瘍治療剤 9304中止
GC GC 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾌｧﾐﾝC ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 長生堂製薬 解毒剤 95中止
GC GC:44 GC440:GC440 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ錠-ﾖｼﾄﾐ 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 不整脈治療剤 9908中止 9804商品名変

GC GC:60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 NAPP錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾐﾄﾞﾘ十字 肝機能改善剤 9610中止
GC GC:68 GC680 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾔｷﾞﾌﾗｷｼﾝ錠 ﾐﾄﾞﾘ十字 高尿酸血症治療剤 9306中止
GC GC:75 GC750 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾃﾝ錠-ﾖｼﾄﾐ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 非麻薬性鎮咳剤 9908中止 9901ﾋｰﾄ表記

号削除(GC750)，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

GC E 94 裸錠 白 無 ｴｱﾛﾊﾟｯｸｽ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ﾐﾄﾞﾘ十字 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 9606中止 9502本体刻印
本体のEは逆三角形の中
にE

GC GC:44 GC440:GC440 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ錠-ﾖｼﾄﾐ 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 不整脈治療剤 9908中止 9804商品名変

GC GC:60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 NAPP錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾐﾄﾞﾘ十字 肝機能改善剤 9610中止
GC GC:75 GC750 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾃﾝ錠-ﾖｼﾄﾐ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 非麻薬性鎮咳剤 9908中止 9901ﾋｰﾄ表記

号削除(GC750)，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

GC GC860 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾘﾗｸﾄﾝ-ﾖｼﾄﾐ 乳酸菌含有ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ末 400mg 吉富製薬 抗生物質耐性乳酸菌製
剤

9808中止 9801ﾋｰﾄ表記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

GC KPh:101 GC4230 裸錠 黄～黄褐 有 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟｼﾞｮﾝ-ﾐﾄﾞﾘ十
字

潰瘍性大腸炎治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9609製
造元社名変更 9503本体
刻印

GC KPh:101 GC4240 裸錠(楕円形) 黄～黄褐 有 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧﾙﾏｼｱ-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 潰瘍性大腸炎治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9808ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GC GC4470 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 鉄欠乏性貧血治療剤 旧ﾋｰﾄ(0009まで) 9802ﾋｰ
ﾄ表記号削除，表裏商品
名記載

147 / 404 ページ



GC GC:F8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
GC GC:F9 GC4590 腟錠 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ腟錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
GC GC:H3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾘﾀｰﾄ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ﾐﾄﾞﾘ十字 低血圧症治療剤 9708中止
GC GCH4 GC4740:GC 4740 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ-ﾖｼﾄﾐ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｲﾊﾟﾑ 脳血流促進剤 9904中止 9804商品名変

除)
GC GCI7 GC4870 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌﾗﾌﾛｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ﾐﾄﾞﾘ十字 抗悪性腫瘍剤 9109中止
GC GC:J3 GC4930:GC4930 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾄﾞﾘｱﾐﾝ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ

ﾝ錯化合物
5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 胃潰瘍治療剤 0203中止 98ﾋｰﾄ表変更

緑)
GC GC K7 GC5070 裸錠 薄橙 有 ﾄﾗﾒﾄｰﾙ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 降圧利尿剤 9906中止 9806ﾋｰﾄ表記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

GC GC5270:GC5270 耳:GC
M7 50mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤 0012中止 9901ﾋｰﾄ変更

GC GC5280:GC5280 耳:GC
M8 100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤
削除)

GC KTB 11 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉富
薬品

末梢性神経障害治療剤 0112中止 8710本体追加

GC Y CA:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠5mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 5mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
GC Y CA:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
GC Y CA:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠20mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 20mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
GC SW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
GC SW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
GC SW 410 GC5533 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬-ｴｲﾊﾟﾑ，吉富

製薬
抗潰瘍･精神神経用剤 0004中止 9805ﾋｰﾄ表変

GC GC5540：CG5540 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 98ﾋｰﾄ変

GC GC5550:GC5550 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 98ﾋｰﾄ変

GC GC5560:GC5560 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 98ﾋｰﾄ変

GCF GC:F8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
GCH GC:H3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾘﾀｰﾄ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ﾐﾄﾞﾘ十字 低血圧症治療剤 9708中止
GCH GCH4 GC4740:GC 4740 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ-ﾖｼﾄﾐ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｲﾊﾟﾑ 脳血流促進剤 9904中止 9804商品名変

除)
GCI GCI7 GC4870 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌﾗﾌﾛｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ﾐﾄﾞﾘ十字 抗悪性腫瘍剤 9109中止
GCJ GC:J3 GC4930:GC4930 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾄﾞﾘｱﾐﾝ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ

ﾝ錯化合物
5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 胃潰瘍治療剤 0203中止 98ﾋｰﾄ表変更

緑)
GCK GC K7 GC5070 裸錠 薄橙 有 ﾄﾗﾒﾄｰﾙ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 降圧利尿剤 9906中止 9806ﾋｰﾄ表記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

GCM GC5270:GC5270 耳:GC
M7 50mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤 0012中止 9901ﾋｰﾄ変更

GCM GC5280:GC5280 耳:GC
M8 100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤
削除)

GCR 187.5:187.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾙｶﾛﾝ錠187.5mg ｱｾｸﾞﾗﾄﾝ 187.5mg 中外製薬 膀胱腫瘍再発抑制剤 1112中止 0910ﾋｰﾄGCR
削除 061208収載(商品名
変更に伴い，前:ｸﾞﾙｶﾛﾝ

GD Y GD Y-GD：0.25mg 裸錠 白 有 ｸﾞｯﾄﾞﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 田辺三菱製薬 睡眠導入剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等

GD GD 1 GD 1 1mg:1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢AFP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

GD GD 3 GD 3 3mg:3mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢AFP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載
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GD Tu GD-150 糖衣錠 白 無 ｹﾞﾝﾄﾞﾝ錠｢150｣ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 辰巳化学 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9209中止
GD Tu GD-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾞﾝﾄﾞﾝ錠｢300｣ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 辰巳化学 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9309中止
GDL T250 裸錠(楕円形) 淡橙 無 ｸﾞｯﾃﾞﾙ錠250mg ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 高田製薬-塩野義製薬 脳代謝賦活剤 8907中止
GDL T500 裸錠(長円形) 淡橙 有 ｸﾞｯﾃﾞﾙ錠500mg ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 高田製薬-塩野義製薬 脳代謝賦活剤 8907中止
GDX MO 110 MO110 裸錠 微黄白 無 ｸﾞﾗﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 持田製薬 自律神経調整剤 9903ﾋｰﾄ裏記号(GDX)削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

GE GE232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ錠SV50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 進化製薬 消化性潰瘍治療剤 9603中止
GEFARNAT
E

GEFARNATSOFT 100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐透明 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 長生堂製薬 胃炎､胃･十二指腸潰瘍
治療剤

9312中止

GEIGY PT 糖衣錠 淡橙(かなり
薄)

無 ﾊﾟｰﾄﾌﾗﾝ錠 塩酸ﾃﾞｼﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ- うつ病･うつ状態治療剤 9609中止

GEOU PT142 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠250mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9005中止
GEOU PT143 PT 143 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠500mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9310色変更(旧:
GESV GE232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ錠SV50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 進化製薬 消化性潰瘍治療剤 9603中止
GF SW-GF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｹﾞﾌｧﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 沢井製薬 胃炎･胃･十二指腸潰瘍

治療剤
92中止

GF 裸錠 白 無 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠5mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和 5mg ｷｯｾｲ薬品工業 速効型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進 040423収載
GF 糖衣錠 黄 無 ｶﾞﾙﾀF10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 9909中止 9710ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

GF 裸錠（長円形） 白 有 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠10mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和 10mg ｷｯｾｲ薬品工業 速効型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進 040423収載
GF GF50 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡緑 ｹﾞﾌｧｽﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 日清製粉-日清製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9603中止

GF 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～黄 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0301ﾋｰﾄ変更 9705PTP
ｼｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GF 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡緑 ｹﾞﾌｧｿﾌﾄ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬

胃炎･消化性潰瘍治療剤 0301頃中止 0107製造元
社名変更(前:日清製粉)

GF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0208ﾋｰﾄ変更，商品名記
載等 9706PTPｼｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GF 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～黄 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

9704PTPｼｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

GFEG R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-富山化学工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（0210頃まで） 98
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GFR GFR-50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｱﾙｻﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 94中止
GFS SW-GFS 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐透明 ｹﾞﾌｧﾛﾝS-100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 沢井製薬 胃炎･胃･十二指腸潰瘍

治療剤
92中止

GILEAD 200mg GILEAD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾑﾄﾘﾊﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ 200mg 日本たばこ産業-鳥居薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 050406収載
GILEAD 200mg GILEAD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾑﾄﾘﾊﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ 200mg 日本たばこ産業-鳥居薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 050406収載
GILEAD GILEAD:701 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾂﾙﾊﾞﾀﾞ配合錠 ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ，ﾌﾏﾙ酸ﾃﾉ

ﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙ
200mg，
300mg

日本たばこ産業-鳥居薬
品

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾙﾊﾞﾀﾞ錠)

GILEAD GILEAD 4331：300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄青 無 ﾋﾞﾘｱｰﾄﾞ錠300 ﾌﾏﾙ酸ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛ
ｷｼﾙ

300mg 日本たばこ産業-鳥居薬
品

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 040402収載

GITDOJ 糖衣錠 白 無 G･I･R(ｼﾞｰ･ｱｲ･ｱｰﾙ)錠 同仁医薬化工 ｽﾄﾚｽ胃腸病治療剤 中止
GK GK 4:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｹﾞｽﾀﾉﾝ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 5mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 9609中止
GK GK 7:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾊﾟｰｾﾘﾝ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg MSD 前立腺肥大症治療剤 1010製造販売元社名変

更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

GL GL GL 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾘﾁﾛﾝ錠二号 ﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝ製薬 肝臓疾患用剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ
用薬

920331中止 ｴｰｻﾞｲのｸﾞﾘ
ﾁﾛﾝ配合錠とｺｰﾄﾞ同じ

GL GL GL 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾘﾁﾛﾝ配合錠 ﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝ製薬-ｴｰｻﾞｲ 肝臓疾患用剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ
用薬

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘﾁﾛﾝ錠) ﾐﾉ
ﾌｧｰｹﾞﾝ製薬のｸﾞﾘﾁﾛﾝ錠
二号(中止)とｺｰﾄﾞ同じ

GL SW-GL 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 沢井製薬 解毒剤 89中止
GL Tw.GL 裸錠 白 有 ｸﾞﾛｰｼﾞﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 東和薬品 気管支拡張剤 9010中止
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GL GL 1 GL1 OD:GL 1 1 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

GL Kw GL1 KwGL1 1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 共和薬品工業 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

GL GL 3 GL3 OD:GL 3 3 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

GL Kw GL3 KwGL3 3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 共和薬品工業 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

GL Tu GL-100 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢ﾀﾂﾐ｣100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 辰巳化学 解毒剤 96中止
GL 糖衣錠 青 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠100mg｢ﾀﾞｲｻ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 帝三製薬 解毒剤 9304中止
GLAXO GLAXO 150 GLAXO･150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg 日本ｸﾞﾗｸｿ H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9204まで)
GLAXO GX 201 GX201 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口用皮膚糸状菌症治

療剤
0010中止 98ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GLAXO Glaxo 250 Glaxo 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｵﾗｾﾌ錠 ｾﾌﾛｷｼﾑｱｷｾﾁﾙ 250mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0401迄) 0111ﾋｰﾄ
記号再記載 9712ﾋｰﾄ記
号削除，裏商品名記載

GLAXOG GLAXO G125 G125:Glaxo G125 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 日本ｸﾞﾗｸｿ 皮膚糸状菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)
GLAXOS GLAXO S2 裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾉｰﾙ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 日本ｸﾞﾗｸｿ 気管支拡張剤 9208中止
GLAXOS GLAXO S4 裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾉｰﾙ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 日本ｸﾞﾗｸｿ 気管支拡張剤 9208中止
GlaxoSmithk
line

Wellcome Y9C 100：
GlaxoSmithkline

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(接合
部:青)

ﾚﾄﾛﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(ｴｲ
ｽﾞ等)

旧本体，ｺｰﾄﾞ(0506迄)
0303PTPｼｰﾄに変更

GLAXOSMIT
HKLINE

GS:FC1 GSFC1:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0208ｺｰﾄﾞ変更

GLAXOSMIT
HKLINE

GS:FE2 GSFE2:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠20mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 20mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0209ｺｰﾄﾞ変更

GLAXOT GLAXO T50 T50:Glaxo ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝﾃﾞｰﾄ錠50mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ α β 遮断性降圧剤 98ﾋｰﾄ裏変更(T50削除)，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GLAXOT GLAXO T100 T100:Glaxo ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝﾃﾞｰﾄ錠100mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ α β 遮断性降圧剤 98ﾋｰﾄ裏変更(T100削
除)，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GLI 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
GLT MO 312 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 持田製薬 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9511中止
GLU SW 236 SW-236 40mg：40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾀﾐｰﾙ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
経口血糖降下剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾞﾙﾀﾐｰﾙ錠)
03頃ﾋｰﾄ変更

GLUCONSA
NK

KY 02 GLUCONSAN K KY02
5mEq

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠5mEq ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 5mEq ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ・科研製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠)
0704製造販売会社社名
変更(前:科薬) 0206ﾋｰﾄ

GLUCONSA
NK

KY 03 GLUCONSAN K2.5 KY03
2.5mEq

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠2.5mEq ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 2.5mEq ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ・科研製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK2.5
錠)，剤型変更(前:楕円
形) 0704製造販売会社社
名変更(前:科薬)

GM SW GM1:1 SW-GM1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 沢井製薬 経口血糖降下剤 101119収載
GM SW GM3:3 SW-GM3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 沢井製薬 経口血糖降下剤 101119収載
GML ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤

221削除等)
GML ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤

251削除等)
GNT GT 裸錠(楕円形) 白 有 ｸﾞﾘﾋﾟﾅｰﾄ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 経口血糖降下剤 0806中止 0603ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601社名変更(前:日

GO SANDOZ:G O 裸錠 白 有 ｾｼﾞﾗﾆﾄﾞ錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg ｻﾝﾄﾞ薬品 強心配糖体製剤
除)

GOK TP 188 GOK100:TP-188 裸錠 白 有 ｺﾞｸﾐｼﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 竹島製薬 胆･肝・消化機能改善剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 970711収
載
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GP TP:110 0.5mg TP-110:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾍﾟﾘｰｽ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 精神安定剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾍﾟﾘｰｽ錠)

GP 糖衣錠 帯黄赤 無 ｻﾝﾁﾓﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 参天製薬 冠循環障害改善剤 9501中止
GP Tw GP 裸錠 白～微黄白 無 ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾑ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 東和薬品 自律神経調整剤

加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾑ錠)

GPN GPN 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠200mg ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗てんかん剤 060915収載
GPN GPN 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠300mg ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ 300mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗てんかん剤 060915収載
GPN GPN 400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠400mg ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ 400mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗てんかん剤 060915収載
GQ SANDOZ GQ GQ 25mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ25 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0304ﾋｰﾄ変更

削除)
GR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)
GRI GRI 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝSG錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 三和化学研究所 抗真菌性抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9301

ｺｰﾄﾞ化
GRI Sc 670 Sc670 GRI125:125mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝSG錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 三和化学研究所 抗真菌性抗生物質 0812中止 0509本体ｺｰﾄﾞ

刻印
GRN G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 950707

収載
GRN G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 950707

収載
GRPO

GRP-O
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾘﾍﾟﾆﾝ-O錠 ｶﾙﾌｪｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止

GS Tu-GS 10 Tu GS-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ｹﾞｽｺﾘﾙ錠10mg ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 辰巳化学 持続性消炎･鎮痛剤 0603中止 960705収載
GS Tu-GS 20 Tu GS-20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ｹﾞｽｺﾘﾙ錠20mg ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 辰巳化学 持続性消炎･鎮痛剤 0612中止 970711収載
GS 裸錠 白 無 ｶﾞｽｺﾝ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ｷｯｾｲ薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤

加)
GS Tu GS･040 Tu GS･040 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/乳白 ｶﾞｽﾃﾉﾝ40ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 辰巳化学 膵･胆道系鎮痙剤 96中止
GS 裸錠 白 無 ｶﾞｽｺﾝ錠80mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 80mg ｷｯｾｲ薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤

加)
GS GS 151:2 GS151:2mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2mg 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg(ｻﾙﾌﾞﾀ

ﾓｰﾙとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2)
GS Th 274 Th274 GS:GS 裸錠 白 無 ｶﾞﾄﾞｾﾘﾝ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
GS GS609 GS609 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS ｱﾓｷｼｼﾘﾝ，ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸

ｶﾘｳﾑ
250mg，
125mg

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 複合抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠
250)

GS GS610 GS610 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠125SS ｱﾓｷｼｼﾘﾝ，ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸
ｶﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 複合抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠
125)

GSCL GS CL2:5 GS CL2 裸錠(長円形) 白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠小児用5mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載
GSCL GSCL5:25 GS CL5 裸錠(角のとれ

た四角)
白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 25mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載

GSCL GSCL7:100 GS CL7 裸錠(角のとれ
た四角)

白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠100mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載

GSFC GS:FC1 GSFC1:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0208ｺｰﾄﾞ変更

GSFC GSFC2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

橙 無 ｴﾌﾟｼﾞｺﾑ配合錠 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ，硫酸ｱﾊﾞｶﾋﾞ
ﾙ

300mg，
600mg(ｱﾊﾞｶ
ﾋﾞﾙとして)

ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

GSFCI GS:FC1 GSFC1:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0208ｺｰﾄﾞ変更

GSFCI GS:FC1 GSFC1:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0208ｺｰﾄﾞ変更

GSFE GS:FE2 GSFE2:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠20mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 20mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

0209ｺｰﾄﾞ変更
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GSFP 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで) SP-
>PTP

GSFP 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 0106中止 9704ﾋｰﾄ裏変
更(GSFP125削除)

GSISI GS 151:2 GS151:2mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2mg 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg(ｻﾙﾌﾞﾀ
ﾓｰﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2)

GSK GS:K11 GS K11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾞｫﾘﾌﾞﾘｽ錠2.5mg ｱﾝﾌﾞﾘｾﾝﾀﾝ 2.5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ｴﾝﾄﾞｾﾘﾝ受容体拮抗薬 100917収載
GSKNU GS KNU 裸錠 白 無 ﾍﾌﾟｾﾗ錠10 ｱﾃﾞﾎﾋﾞﾙﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 10mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0605本体ｺｰﾄﾞ若干変更

(Gの形状)
GSMZ GSMZ1 12.5 GSMZ1 12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠12.5mg ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞｵﾗﾐﾝ 12.5mg(ｴﾙﾄﾛ

ﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞとし
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口血小板増加薬/ﾄﾛﾝ

ﾎﾞﾎﾟｴﾁﾝ受容体作動薬
101210収載

GSNX GSNX3 25 GSNX3 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠25mg ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞｵﾗﾐﾝ 25mg(ｴﾙﾄﾛﾝ
ﾎﾞﾊﾟｸﾞとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口血小板増加薬/ﾄﾛﾝ
ﾎﾞﾎﾟｴﾁﾝ受容体作動薬

101210収載

GST GST 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄｼｵﾝ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 中止 900713収載
GST Tw GST Tw.GST 40:40 裸錠 白 無 ｶﾞｽｻｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 東和薬品 消化器内ｶﾞｽ駆除剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞｽｻｰﾙ)
9904再販売，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 95中止

GSTEZ GS:TEZ GS TEZ:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠5mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 5mg(ﾊﾟﾛｷｾﾁ
ﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

100924収載

GSXJG GS XJG GS XJG ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 無 ﾀｲｹﾙﾌﾞ錠250mg ﾄｼﾙ酸ﾗﾊﾟﾁﾆﾌﾞ水和物 250mg(ﾗﾊﾟﾁ
ﾆﾌﾞとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗悪性腫瘍剤/ﾁﾛｼﾝｷ
ﾅｰｾﾞ阻害剤

090619収載

GSYJU GSYJU GSYJU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾄﾛﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ 100mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(ｴｲ
ｽﾞ等)

1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

GT GT 裸錠(楕円形) 白 有 ｸﾞﾘﾋﾟﾅｰﾄ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 経口血糖降下剤 0806中止 0603ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601社名変更(前:日

GT Tw.GT 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠50｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 東和薬品 解毒剤 92中止
GT OH GT 裸錠 白 無 ｻﾝﾗｲﾄ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大原薬品工業 血管拡張剤 9703中止
GT Tu GT Tu GT-005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｹﾞﾙﾄﾗﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 辰巳化学 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
GT SW-135:SW-GT 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾘﾁｵｰﾙ 沢井製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ･解毒･肝臓機

能改善剤
中止 9203まで

GT SW 143 SW-143 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾘﾁｵｰﾙ錠 沢井製薬 肝臓疾患用剤･抗ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ用薬

0912中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-GT)削除

GT GT392SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾞﾚﾄﾘｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 進化製薬 解毒剤 9603中止
GTN GTN50 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾝﾄﾘﾝ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 全星薬品工業 自律神経調整剤 9203中止
GTSV GT392SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾞﾚﾄﾘｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 進化製薬 解毒剤 9603中止
GTSY GT100SY 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢ｾｲｺｰ｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 生晃栄養薬品 解毒剤 9512中止
GUT 糖衣錠 暗赤 無 ｸﾗﾃｸﾞｯﾄ錠 ｸﾗﾃｸﾞｽｴｷｽ 30mg 三共 心機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9212まで) 製造元

変更
GVFP C-61A C-61A：125 裸錠 白 有 ｸﾞｾﾙﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 中外製薬 白癬治療剤 0502中止
GX GX 101 GX101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 0803第一三共中止 0704

社名変更(統合に伴い，
前:三共)

GX GX 102 GX102：150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして）

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 0803第一三共中止 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

GX GX 103 GX103 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｻﾞﾝﾀｯｸ錠300 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 300mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 0609中止 98ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

GX GX 111 GX111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾞﾌﾗﾝ錠2 塩酸ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

98ﾋｰﾄ裏記号削除，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 940415収

GX GX 112 GX112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾞﾌﾗﾝ錠4 塩酸ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ 4mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

GX GX 201 GX201 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口用皮膚糸状菌症治
療剤

0010中止 98ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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GX GX 623 GX623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

黄 無 ｻﾞｲｱｼﾞｪﾝ錠300mg 硫酸ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ 300mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

GXCE GX CE2 GX CE2 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長楕
円形)

淡黄 ｱﾎﾞﾙﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ 0.5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5α 還元酵素阻害薬，前
立腺肥大症治療薬

090904収載

GXCE GX CE5 GX CE5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(D形) 緑 無 ｱﾏｰｼﾞ錠2.5mg 塩酸ﾅﾗﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 2.5mg(ﾅﾗﾄﾘ
ﾌﾟﾀﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT1B/1D受容体作動
型片頭痛治療剤

080418収載

GXCF GX CF1 GX CF1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微黄白 無 ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500 塩酸ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ 500mg(ﾊﾞﾗｼ
ｸﾛﾋﾞﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000825収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

GXCG GX CG5 GX CG5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

薄橙 無 ｾﾞﾌｨｯｸｽ錠100 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 001117収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

GXCH GX CH1 GX CH1 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｲﾑﾗﾝ錠50mg ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 免疫抑制剤 0712商品名変更(前:ｲﾑﾗ
ﾝ錠) 0507ｺｰﾄﾞ，ｻｲｽﾞ変

GXCJ GX CJ7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
型)

白 無 ｴﾋﾟﾋﾞﾙ錠150 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 150mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

GXCL GX CL3 GX CL3 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9912本体，ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GXCM GX CM1 GX CM1 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9912本体，ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GXCM GX CM2 GX CM2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 高尿酸血症治療剤 020705収載(商品名変更
前:ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠)

GXE GX ES7 250mg GX ES７ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

白 無 ｵﾗｾﾌ錠250mg ｾﾌﾛｷｼﾑｱｷｾﾁﾙ 250mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ・第一三
共

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾗｾﾌ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0407ｺｰﾄﾞ変

GXEH GX EH3:A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｹﾗﾝ錠2mg ﾒﾙﾌｧﾗﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗多発性骨髄腫剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｹﾗﾝ錠)

GXEJ GX EJ2 GX EJ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠50 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 高尿酸血症治療剤 020715収載
GXEJ GX EJ7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし

型)
灰 無 ｴﾋﾟﾋﾞﾙ錠300 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 300mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ

ｸﾗｲﾝ
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)
GXES GX ES3 GX ES3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾐｸﾞﾗﾝ錠50 ｺﾊｸ酸ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 50mg(ｽﾏﾄﾘﾌﾟ

ﾀﾝとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 5-HT(1B/1D)受容体作動

型片頭痛治療剤
010831収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

GXES GX ES7 250mg GX ES７ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

白 無 ｵﾗｾﾌ錠250mg ｾﾌﾛｷｼﾑｱｷｾﾁﾙ 250mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ・第一三
共

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾗｾﾌ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0407ｺｰﾄﾞ変

GXFC GX FC3 GX FC3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微黄白 無 ｺﾝﾋﾞﾋﾞﾙ配合錠 ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ，ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 300mg，
150mg

ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

GXLL GXLL7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

淡紅白 無 ﾚｸｼｳﾞｧ錠700 ﾎｽｱﾝﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙｶﾙｼｳﾑ
水和物

700mg(ﾎｽｱﾝ
ﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙとし
て）

ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤 1009製造販売元変更(前:
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ)

H GCH4 GC4740:GC 4740 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ-ﾖｼﾄﾐ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｲﾊﾟﾑ 脳血流促進剤 9904中止 9804商品名変

除)
H H○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 無 ﾃﾞｭﾗﾐﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 5mg 富士製薬工業 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ製剤 9210中止

H HC198 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 900420
収載

H H 裸錠 橙黄 無 ﾋﾞﾌﾛｷｼﾝ配合錠 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ､ﾘﾎﾞﾌﾗ
ﾋﾞﾝ

10mg，5mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ･ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸
塩 配合剤

1104販売元変更(前:鳥居
薬品) 090925収載(商品
名変更に伴い，前:強力ﾋﾞ
ﾌﾛｷｼﾝ錠)

H H1 HPC001 裸錠 白 有 ｺﾝｽﾞｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 原沢製薬工業-ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸ
ｽ

気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝｽﾞｰﾙ錠)

H FS H01 FS-H01 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾒﾁﾞﾝ錠 肝臓加水分解物 100mg 扶桑薬品工業 肝水解物製剤 9412中止
H H2 HPC002:HPC002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｾﾉｰﾙ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 原沢製薬工業･ｻﾝﾄﾞ，ﾎﾟｰ

ﾗﾌｧﾙﾏ
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0704販売社名変更(前:科
薬) 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ裏変更
(25削除)
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H FJ H02 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

H GC:H3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾘﾀｰﾄ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ﾐﾄﾞﾘ十字 低血圧症治療剤 9708中止
H FJ H03 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9905中止 960705収載

H 4 H 4H 裸錠 淡赤褐 有 ｴｽﾀﾘｯｸ0.5mg 塩酸ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ・持田製薬

作用持続型血圧降下剤
9807ﾋｰﾄ裏変更(4H削
除)，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

H H7 裸錠 白 有 ｴｺｻﾝ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 原沢製薬工業 持続性気管支拡張剤 0004中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

H FS-H08 0.18mg 裸錠 白 無 ﾍﾓﾘﾝｶﾞﾙ舌下錠0.18mg 静脈血管叢ｴｷｽ 0.18mg 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

痔疾治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾓﾘﾝｶﾞﾙ)，ﾋｰ
ﾄ表0.18mg追加

H HT9H 裸錠 淡橙 有 ﾒﾗｽﾃﾘﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 堀田薬品合成 降圧剤 9007中止
H CAP HT10H 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠HT12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 堀田薬品合成 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 中止 970711収載
H 2 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾏﾙｺ製薬 広域精神身体平衡剤 旧本体ｺｰﾄﾞ（0212～0306

にかけて） 9807ﾋｰﾄ変更
H 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 広域精神身体平衡剤 1010中止 0310ﾋｰﾄ変更，

裏ｺｰﾄﾞ記載等 0212～
0306本体ｺｰﾄﾞ変更，2削

H ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾊﾟｷｼﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 筋緊張改善剤 9809中止 940708収載
H FS-H13 FS-H13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗灰/白 ﾋﾙﾄﾞｼﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 扶桑薬品工業 脳血流促進剤 9905中止 8804色変更
H h 017 h-017 裸錠 白 有 ｴﾌｫﾘﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 低血圧治療剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

薬) 0612商品名変更(前:
ｴﾌｫﾘﾝ錠)

H H18 HPC018 裸錠 白 無 ｴﾈﾙﾌｧ錠10 ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 10mg 原沢製薬工業 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9907販売 990315承認
H 裸錠 白 無 ｴﾙｺﾞｽﾊﾟｵﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

H FN 21H FN21H 裸錠 白 有 ﾚｽｱｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

H MD 21H MD 21H 裸錠 白 有 ﾚｽｱｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 利尿降圧剤 9507中止 9201変更(社名
変更の為)

H 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.025mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気管支拡張剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠
0.025)

H 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 9805ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ化

H H:H CP50:CP 50 KKC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲｸﾗﾎﾟﾛﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 海外製薬 循環障害改善剤 9907中止 920710収載
H 50H：20mg 硬カプセル 青/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

-ｱｽﾃﾗｽ製薬
胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載

H 錠剤 白～微黄 無 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

H 51H:40mg 硬カプセル 淡黄/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載

H 錠剤 白～微黄 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

H h 052 h-052 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｺﾛｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝性強心剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0801ﾋｰﾄ表10mg追加

H h-055 糖衣錠 橙赤 無 ｶﾙｺﾗ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 冠循環改善剤 9610中止
H CC-25:h-056 25mg 糖衣錠 橙赤 無 ｶﾙｺﾗ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾒﾙｸ製薬 冠循環改善剤 0712中止 0607社名変更
H h 058 h-058 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾌﾞﾀﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾌﾞﾀﾝ錠)

H IS200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄白 ｱｲﾛｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 200mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9306中止
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H
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100｢
ﾏﾙｺ｣

塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

H 裸錠(長円形) 帯黄白～黄
白

有 ﾄﾗｺﾅ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

H h 066 h-066:h-066 Sepa A 裸錠 白 有 ｾﾊﾟA錠 ﾒﾙｸﾎｴｲ 解熱鎮痛剤 0104供給停止 9711ﾋｰﾄ
変更(SP->PTP)，表商品
名記載

H 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 070615
収載(商品名変更に伴
い，前:ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ)

H h 074 h-074 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠｢ﾎｴｲ｣ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9701中止
H h 084 h-084 裸錠 白 有 ﾄﾗﾍﾞｽﾄ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9608中止
H h 088 h-088 裸錠 黄 有 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ錠｢ﾎｴｲ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 利尿降圧剤 9611中止
H h-092 糖衣錠 黄 無 ｺﾍﾟｯｸ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現:ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟ 骨格筋弛緩剤 9411中止
H CDL:h-096 10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｺﾛｼﾞﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810中止 0802社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
H H100 裸錠 白 有 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:三共) 0204ﾋｰﾄ裏
記号削除 9905ﾋｰﾄ変更，
9807本体変更

H NPI 114H Ketoners 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾅｰｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 日本薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9211中止
H h 142 SX-0.5 h-142 裸錠 白 有 ｾﾀﾞｷｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 高血圧治療剤 9603中止 900713収載
H h 143 SX-1 h-143 裸錠 薄橙 有 ｾﾀﾞｷｼﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ)
高血圧治療剤 9305中止 900713収載

H KB H200 HS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(0105迄) 97ﾋｰﾄ裏
記号削除，商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

H h 202 h-202:1mg 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾗｯｸｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 循環障害改善剤，降圧剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 舌下投与も可

H h 203 h-203:h-203 2mg 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾗｯｸｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 循環障害改善剤，降圧剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 舌下投与も可

H h 223 h-223 裸錠 白 無 ﾋﾞﾊﾞﾝﾄ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

脳代謝賦活･精神症状改
善剤

9008中止

H K1 h-225 裸錠 淡黄 無 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ錠｢ﾎｴｲ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9609中止
H FOR:h-235 12mg 糖衣錠 褐 無 ﾌｫﾙｾﾆｯﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ﾏｲﾗﾝ製薬 緩下剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｫﾙｾﾆｯﾄﾞ錠)

H BUS:h-250 10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾑ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痙剤 1003中止 0802社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾌﾞｽｺﾑ錠)

H h 255 5mg h-255:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ﾎｴｲ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更 0512
ﾋｰﾄ変更(表5mg追加)

H h-272 糖衣錠 橙 無 ﾍﾞｸﾀﾝ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｸﾀﾝ錠)

H h-286 裸錠 緑 無 ﾎｴﾌｨﾘﾝ錠 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

消化性潰瘍治療剤 9102中止

H h 309 h-309 裸錠 淡橙 有 ﾒｶﾞｸﾞﾗﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

利尿降圧剤 9303中止

H h-320 10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ﾎｴ
ｲ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)
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H h-321 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ﾎｴ
ｲ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9205中止

H h 757 h-757 裸錠 白 無 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠100mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

硫酸ｷﾆｼﾞﾝ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 不整脈治療剤 080201収載(商品名変
更，前:硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠
100mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

HA KB HA HA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝA 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 97ﾋｰﾄ裏
記号削除，商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

HA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾊﾙﾅｰﾙ0.1mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509中止，ﾊﾙﾅｰﾙD錠
0.1mg ，0.2mgが0506収
載 0504社名変更(合併)

HA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ﾊﾙﾅｰﾙ0.2mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509中止，ﾊﾙﾅｰﾙD錠
0.1mg ，0.2mgが0506収
載 0504社名変更(合併)

HA 3 M626 M626 3：3mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0311ﾋｰﾄ変更
0002本体刻印追加
(M626) 9609ﾋｰﾄ変更(HA

HA Tu-HA 05 Tu HA-05 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾄﾞﾄﾞﾘﾝ錠｢5｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 辰巳化学 消化管運動改善剤 960705収載
HA Tu-HA 10 Tu HA-10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾄﾞﾄﾞﾘﾝ錠｢10｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 辰巳化学 消化管運動改善剤 960705収載
HA HA449SV 糖衣錠 白 無 ｼﾝｶｰﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 進化製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9504中止 940708収載
HAL FY102 FY102 裸錠 淡紫 無 ﾊﾙﾗｯｸ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 富士薬品-共和薬品工業 睡眠導入剤 0301本体ｺｰﾄﾞ追加

920710収載
HAL FY 103 FY103 0.25:FY103 裸錠 淡青 有 ﾊﾙﾗｯｸ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 富士薬品-共和薬品工業 睡眠導入剤 0301本体ｺｰﾄﾞ追加

920710収載
HAM HAM:FY206 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾊﾓﾆﾄﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 富士薬品 消化管運動調律剤 中止 920710収載
HASV HA449SV 糖衣錠 白 無 ｼﾝｶｰﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 進化製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9504中止 940708収載
HB Y HB5 Y-HB5 5mg：5mg 糖衣錠 橙 無 ﾋﾍﾞﾙﾅ糖衣錠5mg 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 5mg 田辺三菱製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載など

HB HIBON 裸錠(楕円形) 黄～淡褐黄 無 ﾊｲﾎﾞﾝ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾊｲﾎﾞﾝ

HB Y HB25 Y-HB25mg：25mg 糖衣錠 橙 無 ﾋﾍﾞﾙﾅ糖衣錠25mg 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 25mg 田辺三菱製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載など

HB 裸錠 黄～淡褐黄 有 ﾊｲﾎﾞﾝ錠40mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾊｲﾎﾞﾝ錠

HB Tu HB･100 Tu HB･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾎｾﾎﾞｰﾝｶﾌﾟｾﾙ｢100｣ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 辰巳化学 子宮内膜症治療剤 0708中止
HB. 500μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
HBE 250μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9409中止 9110変更
HBE 500μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
HC Tw.HC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ ｸﾏﾛｰﾄ･C ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 東和薬品 胆道機能改善剤 94中止
HC SW-HC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/淡黄 ﾋﾒｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｻﾜｲ｣ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 沢井製薬 利胆剤 89中止
HC 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾛﾐﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0802ﾋｰﾄ表10mg追加

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾓｸﾛﾐﾝ錠)

HC HC 012 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾛﾐﾝP錠20 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 北陸製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9712中止 9611ﾋｰﾄ変更
HC HC 78:1 1:HC78 Hokunalin 裸錠 白 有 ﾎｸﾅﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 閉塞性気道疾患用剤 旧品名(0506迄)，品名変

更(新:ﾎｸﾅﾘﾝ錠1mg) 旧
ﾋｰﾄ(02迄)

HC HC 78:1 HC78 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾎｸﾅﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 閉塞性気道疾患用剤 050610品名変更(前：ﾎｸﾅ
ﾘﾝ錠)

HC HC 082 HC082 裸錠 白 無 ｲﾉｸﾁﾝ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 北陸製薬 消炎酵素剤 9903中止 9903ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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HC HC120 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/緑透明 ｴﾁﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 北陸製薬 消化酵素製剤 99中止 9611ﾋｰﾄ変更
HC 糖衣錠 淡桃 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ200mg錠｢ﾎｸﾘ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 北陸製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9802中止 9611ﾋｰﾄ変更
HC HC180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透

明
ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg 北陸製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9610ﾋｰﾄ

裏変更
HC HC180 HC180 150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透

明
ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ pH作動型鎮痛･消炎剤 0904中止 0202ﾋｰﾄ変更

ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
HC HC186 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9804ﾋｰﾄ

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
HC HC186 HC186 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗炎症鎮痛解熱剤 0504中止 0203ﾋ-ﾄ変更
HC HC187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9703ﾋｰﾄ

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
HC HC187 HC187 25mg:25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗炎症鎮痛解熱剤 0504中止 0203ﾋｰﾄ変更
HC HC 197:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 951201

収載
HC HC 197:200 200:HC197 Bareon200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9701ﾋｰﾄ

変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

HC HC 197:200 HC197 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ﾛﾒﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 0205ﾋｰﾄ変更

HC HC198 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 900420
収載

HC HC198 100:HC198 Bareon100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0207迄) 9702ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

HC HC198 HC198 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾛﾒﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 0205ﾋｰﾄ変更

HC HC237 HC237 500mg：500mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾎﾟﾘﾌﾙ錠500mg ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ 500mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 過敏性腸症候群治療剤 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ裏から表へ
000825収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載

HC HC 305 裸錠 白 有 ｸﾚﾄﾆﾝ錠2 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 北陸製薬 降圧利尿剤 9710中止 9704ﾋｰﾄ変更
HC HC 407 HC407 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｼﾞｳﾚﾝS1号 北陸製薬 利尿降圧剤 9207中止
HC HC 412 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 北陸製薬 冠循環増強剤 9806中止 9611ﾋｰﾄ変更
HC HC463 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄 ｽﾏﾄｯｸSｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 北陸製薬 組織修復性抗潰瘍剤 9801中止

HC 糖衣錠 淡紅 無 ｾﾝﾅｼﾄﾞ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

北陸製薬 便秘治療剤 0103中止 9611ﾋｰﾄ変更

HC HC 531 HC531 糖衣錠 桃 無 ﾀﾞｲﾓﾝ 北陸製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
削除)，裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

HC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰白 無 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 北陸製薬 血圧降下剤 98中止 9704ﾋｰﾄ変更
HC HC 617 HC617 糖衣錠 帯青白 無 ﾄﾗﾝｷﾗｯｸｽ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 北陸製薬 抗不安剤(ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲ

ｻﾞｰ)
9812中止

HC 裸錠(楕円形) 白 有 ﾈﾑﾅﾐﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 北陸製薬 睡眠導入剤･抗てんかん 9906中止 9611ﾋｰﾄ変更
HC 672 裸錠(楕円形) 白 有 ﾈﾑﾅﾐﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 北陸製薬 睡眠導入剤･抗てんかん 9809中止 9703ﾋｰﾄ変更
HC HC680 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾊｲﾎﾟﾏｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 北陸製薬 末梢性神経障害治療剤 9905中止 9611ﾋｰﾄ変更
HC HC 720 裸錠 白 有 ﾋｽﾀﾍﾞﾘﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 北陸製薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9902中止 9704ﾋｰﾄ変更
HC HC 741 HC741 裸錠 白 有 ﾌｽｺﾃﾞ配合錠 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 鎮咳剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｽｺﾃﾞ錠)
HC HC 745 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 北陸製薬 鎮痙剤

追加)
HC 糖衣錠 白 無 複合ﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾝ錠 北陸製薬 鎮痛･鎮痙剤 9709中止 9704ﾋｰﾄ変更
HC HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 北陸製薬 消化管運動賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 950825

収載
HC HC 803 50:HC803 Ganaton50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 北陸製薬 消化管運動賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9701ﾋｰﾄ

変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

HC HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｱｽﾃﾗｽ製 消化管運動賦活剤 0504社名変更(合併)
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HC HC 803 HC803:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 消化管運動賦活剤 0201ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載

HC HC 831 HC831 糖衣錠 白 無 ﾍﾙｽﾅﾐﾄﾞ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 北陸製薬 虚血性心疾患治療剤 9511中止
HC HC 858 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎｸﾗﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 北陸製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ･利尿降圧 9812中止 9611ﾋｰﾄ変更
HC HC 860 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙黄 無 ﾎｸﾗﾋﾞﾝ錠15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 北陸製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2剤 9812中止 9704ﾋｰﾄ変更
HC HC902 5:HC902 Thiaton5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 北陸製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧ﾋｰﾄ 9701ﾋｰﾄ表商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
HC HC902 HC902 5mg:5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧品名(050610迄)，品名

変更(新：ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ
HC HC902 HC902 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 050610収載，品名変更に

伴い(前:ﾁｱﾄﾝ5)
HC HC903 10:HC903 Thiaton 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 北陸製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9701ﾋｰﾄ

変更，表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

HC HC903 HC903 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 旧品名(050610迄)，品名
変更(新：ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ

HC HC903 HC903 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 050610収載，品名変更に
伴い(前:ﾁｱﾄﾝ)

HC HC933 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

薄橙 ﾓﾅﾙﾃﾞﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 北陸製薬 高脂血症改善剤 9702中止

HC HC 989 HC989 糖衣錠 白 無 ﾚﾝﾍﾞﾙﾄ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 北陸製薬 中枢性筋弛緩剤 9801中止
HCE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊｲｼｸﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 富山化学工業 脳･末梢血流改善剤 9903中止 9601ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
HD 裸錠(楕円形) 淡赤 無 ﾕﾆｼｱ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
8mg，5mg(ｱ
ﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとし
て)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

HD Th 178:1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢BMT｣1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神病治療剤 92中止
HD HD:HD-002 糖衣錠 白 無 I.B.-100｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 菱山製薬 消炎･鎮痛･解熱剤 0002中止
HD HD-003 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 I.B.-200｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 菱山製薬 解熱鎮痛消炎剤 88中止
HD 裸錠 白 有 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠6 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 6mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（裏ｺｰﾄﾞ Ｈ・

Ｄ6削除） 9705ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 900601収

HD HD 009 HD-009 250mg:HD-009 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/微黄 ｱﾓﾍﾟﾆｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0304社名変更（前：菱山
製薬）

HD H D:011 HD-011 12.5mg:12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾄﾌﾟﾛﾝ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0304社名変更（前：菱山
製薬），ﾋｰﾄ変更 970711

HD HD 015:015 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾍﾞﾏﾘﾝ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 菱山製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9911中止 940315承認
970901販売

HD HD 016 HD:HD-016 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 菱山製薬 心臓選択性β 遮断剤 9903中止 920710収載
HD H D:017 HD-017 25mg:25mg 裸錠 白 有 ｶﾄﾌﾟﾛﾝ錠25 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
050ﾋｰﾄ変更 0304社名変
更（前：菱山製薬）
970711収載

HD HD 018 HD:HD-018 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾛﾑｽ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 菱山製薬 筋緊張性疾患治療剤 0303中止 920710収載
HD HD 019 HD 019:HD-019 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾘｱﾈｰﾄ錠 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 菱山製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9805中止 960705収載
HD HD 020 HD-020 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｲｰﾍﾞｽﾄﾈｰﾄ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 菱山製薬 脂質代謝･血行障害改善

剤
9104中止

HD H D:021 HD-021 30mg:30mg 裸錠 白 有 ﾋｼﾚﾀﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0612商品名変更(前:ﾋｼﾚ
ﾀﾝ錠) 0403ﾋｰﾄ変更 0304
社名変更（前：菱山製薬）
980710収載

HD HD:022 HD HD-022:HD-022 裸錠 白 無 ﾈｸﾛｱｰﾄ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 菱山製薬 持続性心身安定剤 9912中止 980710収載
HD HD-025 裸錠 白 無 ｲﾝﾄﾗｯﾌﾟ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 菱山製薬 持続性消炎･鎮痛剤 9702中止 940708収載
HD HD:026 HD:HD-026 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾗﾎﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 菱山製薬 骨粗鬆症治療剤 9910中止 970711収載
HD HD 028 HD-028 10mg:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱﾌﾟﾘﾄｰﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 0304社名変更（前：菱山

製薬），ﾋｰﾄ変更 980710
HD HD 029 HD-029:HD-029 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱﾌﾟﾘﾄｰﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 0304社名変更（前：菱山

製薬），ﾋｰﾄ変更 980710
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HD 20mg HD-030:ATP 20mg 糖衣錠 橙 無 ATP錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ATP製剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ATP腸
溶錠20mg｢NP｣) 0304社
名変更（前：菱山製薬）

HD 20mg HD-030:ATP 20mg 糖衣錠 橙 無 ATP腸溶錠20mg｢NP｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ATP製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ATP錠｢ﾋｼﾔ

HD HD-038 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾙﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 菱山製薬 EPA製剤 0010中止 980710収載

HD HD 039 HD:HD-039 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾘｯｻｰ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 筋緊張改善剤 旧品名(0508迄)，品名変
更に伴い(新：ｴﾍﾟﾘｯｻｰ錠
50mg)

HD HD 039 HD-039 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾘｯｻｰ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 筋緊張改善剤 0508商品名変更(前：ｴﾍﾟ
ﾘｯｻｰ錠)，ﾋｰﾄ変更

HD HD 050 25単位 HD-050：25単位 糖衣錠 淡橙 無 ｶﾙﾆｱﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 循環系障害改善剤 0304社名変更（前：菱山
製薬） 010907収載(商品
名，規格表示変更 前:ｶﾙ
ﾆｱﾁﾝS錠)

HD 糖衣錠 白 無 ﾊﾘﾄﾞｰﾙ腸溶錠50 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 50mg 住友製薬 脳血流障害改善剤 9804中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HD HD 053 HD-053 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｶﾄｾﾗﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 菱山製薬 脳血流促進剤 9904中止
HD HD-059 糖衣錠 白 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 菱山製薬 自律神経調整剤 96中止
HD HD-060 錠剤 白 無 ｶﾙﾊﾞﾐｰﾄ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 菱山製薬 抗動脈硬化剤 9708中止
HD HD 063 50単位 HD-063：50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾙﾆｱﾁﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 循環系障害改善剤 0304社名変更（前：菱山

製薬） 010907収載(規格
表示変更)

HD HD 080:50 HD-080 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｰﾙｽﾊﾟﾝ錠50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 精神安定･消化性潰瘍治
療剤

0306ﾋｰﾄ変更 0304社名
変更（前：菱山製薬）

HD HD 081:100 HD-081 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｰﾙｽﾊﾟﾝ錠100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 菱山製薬 精神安定剤 00中止
HD HD 083 HD:HD-083 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸｰﾙﾌﾞﾁﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 菱山製薬 消化管運動調律剤 0010中止 920710収載
HD HD 088 HD-088 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｹﾄﾌﾟﾛ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 菱山製薬 消炎･鎮痛剤 9910中止
HD HD 090 250mg HD-090:250mg 裸錠 白 無 ｺﾘｽﾊﾟｰ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 筋緊張性疼痛疾患治療

剤
060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｽﾊﾟｰ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬）

HD 糖衣錠 白 無 ﾊﾘﾄﾞｰﾙ腸溶錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 住友製薬 脳血流障害改善剤 9904中止 9710PTPｼｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HD SALYITA HD-101 裸錠 白 有 ｻﾘｲﾀﾐﾝ錠 菱山製薬 解熱鎮痛剤 9510中止
HD HD 107 HD-107 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗｰﾄ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 菱山製薬 脳･末梢血流改善剤 9304中止
HD 110:HD HD-110 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾓｼﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･三和化学研

究所，ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

脳循環･代謝改善剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾙﾓｼﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬） 0203ﾋｰﾄ変更
990709収載

HD HD 113 HD-113 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾙﾓｻﾞｼﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0309ﾋｰﾄ変更，裏100mg
追加等 0304社名変更
（前：菱山製薬） 970711

HD HD 115 200mg HD-115:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁﾗﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾒﾁﾗﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬） 900713収載

HD H D:117 HD 117:HD-117 裸錠 白 有 ｶﾃﾌﾟﾁﾒｰﾄ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 菱山製薬 気管支拡張剤 0010中止 960705収載
HD HD 127 HD-127 0.125mg:0.125 裸錠 わずかに赤

味をおびた橙
有 ｼﾞｺﾞﾊﾝ錠0.125mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0304社名変更（前：菱山

製薬） 020705収載
HD HD-131 HD-131 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾊﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 菱山製薬 止瀉剤 9902中止 9607販売
HD HD 132 HD 132:HD-132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾝﾍﾟﾗｰﾄSR錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 菱山製薬 高脂血症治療剤 0303中止 990709収載
HD HD 133 HD-133 0.25mg:0.25 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.25mg｢HD｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0304社名変更（前：菱山

製薬） 0207販売
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HD HD 137 1mg HD-137:1mg 裸錠 白 有 ｾﾌﾞﾚﾁﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･ﾏｲﾗﾝ製薬 筋緊張緩和剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ｾﾌﾞﾚﾁﾝ錠)

HD HD-141 裸錠 淡黄 有 ｿﾚｿﾞﾘﾝ錠(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
HD HD 142  HD 142 HD-142 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾋﾟﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｿﾋﾟﾗｰﾄ｢ｶﾌﾟｾ
ﾙ｣) 0604本体ｺｰﾄﾞ追加
0507本体ｺｰﾄﾞ追加

HD HD 144 HD-144 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾌﾞﾘﾝ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 菱山製薬 循環機能改善剤 96中止
HD HD 159 HD:HD-159 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁﾙｽﾀﾆﾝ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
菱山製薬 その他の中枢神経用薬 9909中止 950206承認

970711販売
HD HD 160 HD:HD-160 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁﾙｽﾀﾆﾝ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
菱山製薬 その他の中枢神経用薬 0001中止 950206承認

970711販売
HD HD 161 HD:HD-161 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾀﾙﾐﾝ錠 ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 菱山製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0002中止 900713収載
HD HD 162 HD-162 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾄﾗﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 菱山製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0010中止 980710収載
HD HD:HD-168 糖衣錠 微黄白 無 ﾃﾈｽﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 菱山製薬 鎮暈剤 9611中止
HD HD 171 50mg HD-171：50mg 裸錠 白 無 ｳﾙｻﾐｯｸ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 0304社名変更（前：菱山

製薬） 990709収載
HD HD 172 100mg HD-72:100mg 裸錠 白 有 ｳﾙｻﾐｯｸ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 0304社名変更（前：菱山

製薬） 990709収載
HD HD 173 HD-173 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾄﾞｷｻｸﾘｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 菱山製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製 9912中止
HD HD-174 200mg:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
乳白 ﾄｺｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｺｵｰﾙ) 0306
ﾋｰﾄ変更 0304社名変更
（前：菱山製薬）

HD HD-175 糖衣錠 青磁 無 ﾄﾗｷﾊﾟｰﾙ錠 塩酸ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 菱山製薬 精神神経用剤 96中止
HD HD 177 250mg HD-177:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/微黄 ﾄﾗﾝｻﾎﾞﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0612中止 0512供給停止

0304社名変更（前：菱山
製薬）

HD HD-179 裸錠 白 有 ﾄﾗｷﾐﾝ錠(1.5mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 菱山製薬 精神病治療剤 9012中止
HD HD 180 HD:HD-180 糖衣錠 白 無 ﾅｲｽﾒﾘﾁﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 菱山製薬 中枢性筋弛緩剤 9611中止
HD HD-183 裸錠 白 有 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 菱山製薬 消炎･鎮痛剤 0010中止
HD HD 190 HD-190 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｶﾙｼﾞﾚｰﾄ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆｶﾙｼﾞﾚｰﾄ錠)
0409ﾋｰﾄ変更 0304社名
変更（前：菱山製薬）
900713収載

HD HD 200 HD-200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/暗赤 ﾊｲﾄｺﾊﾞﾐﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 菱山製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0010中止
HD HD 201 HD-201 40mg：40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾊﾞｲﾗｯﾌﾟ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 膵･胆道系鎮痙剤 0701中止 0306ﾋｰﾄ変更

（40mg追加等） 0304社名
変更（前：菱山製薬）

HD HD:HD-204 錠剤 白 有 ﾊｲﾄﾞﾌﾞﾛｷ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 菱山製薬 気道潤滑去痰剤 9611中止 920710収載
HD HD 205 HD-205 250mg：250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾊﾞﾌｧﾒﾘﾁﾝM｢ｶﾌﾟｾﾙ｣250 ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 解熱鎮痛消炎剤 0304社名変更（前：菱山

製薬）
HD HD-209 裸錠 白 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ｺｰﾄﾞ(0401迄) 0304社

名変更（前：菱山製薬）
HD HD 209:2 HD-209 2mg：2mg 裸錠 白 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0401本体，ｺｰﾄﾞ変更（前：

HD HD-210 5mg：5mg 裸錠 黄 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧本体（0401迄） 0304社
名変更（前：菱山製薬），
ﾋｰﾄ変更

HD HD 210：5 HD-210 5mg：5mg 裸錠 黄 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0401本体変更
HD HD-214 錠剤 白 無 ﾊﾞﾚｽﾊﾟﾝ錠(10mg) 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 菱山製薬 合成鎮痙剤 9611中止
HD HD 218  HD 218 HD-218 0.5mg：0.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/濃赤 ﾊｲﾄｺﾊﾞﾐﾝMｶﾌﾟｾﾙ500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊｲﾄｺﾊﾞﾐﾝM｢ｶ
ﾌﾟｾﾙ｣) 0306ﾋｰﾄ変更
0304社名変更（前：菱山
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HD HD 219 HD-219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾋﾟﾄｰﾝ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 菱山製薬 鎮痛･抗炎症剤 9812中止 960705収載
HD HD 221 HD-221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾋﾞｸﾄﾐﾝSｶﾌﾟｾﾙ 菱山製薬 神経機能障害改善剤 96中止
HD HD-222 裸錠 黄 有 ﾋｼﾌｪﾘﾝS錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 菱山製薬 循環増強剤 02頃中止
HD HD 223 100mg HD-223:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋｼﾐﾄﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋｼﾐﾄﾞﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬） 900713収載

HD HD 224 HD:HD-224 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝｱﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 菱山製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
HD HD-226 裸錠 橙黄 有 ﾋﾞｰﾂﾋﾞﾀﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 菱山製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9411中止
HD HD-227 糖衣錠 橙赤 無 ﾋﾟﾘﾀﾞﾓﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 菱山製薬 冠循環改善剤 9611中止
HD HD-233 裸錠 淡緑 有 ﾋｼｸﾛﾋﾟﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 菱山製薬 降圧･抗不整脈剤 0002中止
HD HD-234 裸錠 淡黄 有 ﾋｼﾒｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 菱山製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 96中止
HD HD 235 HD-235 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋｼﾚｯｸｽ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 菱山製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9012中止
HD HD 236 HD-236 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋｼﾀｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 蛋白分解酵素剤 1102自为回収 071221収

載(商品名変更に伴い，
前:ﾋｼﾀｰｾﾞ錠)

HD HD-237 HD-237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋｼﾔｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 菱山製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9604中止 940708収載
HD HD-238 裸錠 白 無 ﾋｼﾔﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 菱山製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9304中止
HD HD 239 HD:HD-239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋｼﾗｲﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 菱山製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 900713収載
HD HD-245 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙﾏｲﾄﾞ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 菱山製薬 鎮痙剤 96中止
HD HD-247 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/白 ﾌﾗﾝﾛｰｾﾞ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 菱山製薬 抗悪性腫瘍剤 9604中止
HD HD 248 HD:HD-248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾙｽﾛｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 菱山製薬 高脂質血症治療剤 9611中止 920710収載
HD HD:HD-249 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 褐 無 ﾌﾟﾛﾄﾘｳﾑ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 菱山製薬 肝機能改善剤 0006中止
HD Tu HD-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｰﾌﾄﾞﾊﾟ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg(無水

物として)
辰巳化学 血圧降下剤 旧品名(0612迄，新:ﾒﾁﾙﾄﾞ

ﾊﾟ錠250mg｢TCK｣)
HD Tu HD-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠250mg｢TCK｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg(無水

物として)
辰巳化学 血圧降下剤 0708中止 0612商品名変

更(前:ﾊｰﾌﾄﾞﾊﾟ錠)
HD HD-251 裸錠 類白 有 ﾌﾟﾛﾊﾟｯﾄ錠 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
HD HD 252  HD 252 25mg HD-252：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 鎮痛･消炎剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾁﾝ｢ｶ
ﾌﾟｾﾙ｣) 0312ﾋｰﾄ変更，
25mg追加等

HD HD:HD-254 裸錠 白 有 ﾌﾗﾎﾞｲﾄﾞ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

菱山製薬 α 遮断剤 0002中止 900713収載

HD HD:HD-255 裸錠 薄橙 有 ﾌﾗﾎﾞｲﾄﾞ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

菱山製薬 α 遮断剤 0002中止 900713収載

HD HD 256 HD-256 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾌｪﾝ錠75mg ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾌｪﾝ錠)
0404ﾋｰﾄ変更

HD HD 257 HD-257 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾘｰﾔ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 菱山製薬 消化管運動改善剤 9902中止 960705収載
HD HD-260 糖衣錠 淡青緑 無 ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣4mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg 菱山製薬 精神･神経安定剤 96中止
HD HD-266 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体(0412) 0304社名

変更（前：菱山製薬）
HD HD 266 10mg HD-266:10mg 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾓｸﾘｼﾝ錠)

ﾏｰｸ)
HD HD 271 HD-271 0.25mg:HD-271

0.25mg
裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｿﾞｰﾑ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 睡眠導入剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞﾛｿﾞｰﾑ錠)
0306ﾋｰﾄ変更（0.25mg追
加等）

HD HD 272 HD 272:HD-272 裸錠 白 有 ﾍﾟﾙﾅﾝﾀﾝ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 菱山製薬 持続性ACE阻害降圧剤 01中止 990709収載
HD HD 289 HD-289 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾋｼﾃﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 菱山製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 0010中止 9910再発売

9810中止 980710収載
HD HD 290 HD-290 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾋｼﾛﾐﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0404ﾋｰﾄ変更 0304社名

変更（前：菱山製薬）
980710収載
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HD HD 291 HD HD-291 10:HD-291
10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾋｼﾛﾐﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 0304社名
変更（前：菱山製薬）
980710収載

HD HD 291 HD-291 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾋｼﾛﾐﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤（高血圧
症，狭心症）

0307ﾋｰﾄ変更

HD HD-304 裸錠 白 有 ﾏｶｼｰA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧本体，ｺｰﾄﾞ（0406迄）
0304社名変更（前：菱山
製薬）

HD HD 304 HD-304 裸錠 白 有 ﾏｶｼｰA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧品名(0507迄)

HD HD 304 HD-304 25mg:25mg 裸錠 白 有 ﾏｶｼｰA錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0507品名変更（前：ﾏｶｼｰ
A錠)，ﾋｰﾄ変更

HD H D:321 HD 321:HD-321 裸錠 白 有 ﾒｲﾃﾝﾄﾞｰﾙ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 菱山製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

01中止 990709収載

HD HD 337 HD 337 HD-337 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ﾕﾍﾞｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 心筋代謝障害改善剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞｷﾉﾝ｢ｶﾌﾟｾ
ﾙ｣)

HD HD 357 HD-357 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/淡青
緑

ﾘﾎﾟﾓﾝﾄ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 菱山製薬 脂質代謝･末梢血行異常
改善剤

9910中止

HD HD 358  HD 358 150mg HD-358:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤/橙赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢
NP｣

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗結核･抗ﾊﾝｾﾝ病抗生
物質製剤

1004中止

HD HD-366 裸錠 類白 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
HD HD-368 100mg：100mg 糖衣錠 褐 無 ﾚﾊﾞﾗﾐﾝ腸溶錠100mg 肝臓加水分解物 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝臓加水分解物製剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾊﾞﾗﾐﾝ錠)
0304社名変更（前：菱山
製薬），ﾋｰﾄ変更

HD HD 371:0.5 HD-371 0.5mg:0.5 裸錠 桃 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠0.5mg｢
HD｣

ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･田辺三菱製
薬

経口抗凝血剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304社名変
更（前：菱山製薬）

HD HD 372:1 HD-372 1mg:1 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠1mg｢HD｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･田辺三菱製
薬

経口抗凝血剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304社名変
更（前：菱山製薬）

HD HD 373:2 HD-373 2mg:2 裸錠 淡黄 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠2mg｢HD｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･田辺三菱製
薬

経口抗凝血剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304社名変
更（前：菱山製薬）

HD HD 376 HD-376 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｲﾐﾁﾝ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 菱山製薬 抗炎症･鎮痛剤 9611中止
HD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 3mg 興和新薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ
HD

YMC25mg
糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬 抗めまい剤 旧品名(080620ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ

ﾙ塩酸塩錠25mg｢CH｣)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0403承継(三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

HE HOE HOE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍｷｽﾄｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 脳代謝改善剤 9805中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ変更

HED ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

HED ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠300 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

150mg，
150mg

大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

HELZCOR SYT034 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾂｺｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 三恵薬品 冠血管拡張剤 0303中止
HEP YT C1 YT-C1:YT-C1 HEP0.75 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾛｰﾙ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 東亜薬品-山之内製薬 抗精神病剤 0212中止 990709収載
HEP YT C2 YT-C2:YT-C2 HEP3 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾛｰﾙ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 東亜薬品-山之内製薬 抗精神病剤 0212中止 990223承認

9907販売
HESY HE-SY 糖衣錠 緑 無 ﾍﾓｽﾀｯﾁ ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ 25mg 生晃栄養薬品 痔疾用剤 9603中止
HEYLPB Heyl PB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾗﾃﾞｨｵｶﾞﾙﾀﾞｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ

500mg
ﾍｷｻｼｱﾉ鉄(Ⅱ)酸鉄
(Ⅲ)水和物

500mg 日本ﾒｼﾞﾌｨｼﾞｯｸｽ 放射性ｾｼｳﾑ体内除去剤 1012発売 薬価基準未収
載 ﾊﾞﾗ包装のみ
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HF Tu HF Tu HF-010 糖衣錠 白 無 ﾎﾌﾊﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾓﾙﾌｧﾝ 10mg 辰巳化学 非麻薬性鎮咳剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾌﾊﾞﾝ錠)
0210本体ｺｰﾄﾞ追加

HFA HFA5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0302ﾋｰﾄ表5mg追加 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
950317収載

HFA HF114A8 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｹﾝﾕ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 陽進堂 解熱鎮痛消炎剤 9409中止
HFA HF116A1 糖衣錠 類白 無 ﾀﾛﾌｧﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 陽進堂 抗めまい剤 95中止
HFA HF124A2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾛﾊﾟﾉﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 陽進堂 鎮痙剤 9503中止
HFA HF211A0 裸錠 淡黄茶 無 ﾀﾛﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂 代謝性強心剤 95中止
HFA HF212A0 裸錠 白 有 ﾀﾛﾋﾞｽｹﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 陽進堂 高血圧･不整脈治療剤 95中止
HFA HF213A0 裸錠 淡黄茶 無 ﾀﾛﾗｸﾄﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 陽進堂 利尿降圧剤 95中止
HFA HF217A1 糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂 虚血性心疾患治療剤 9503中止
HFA HF232A8 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾛﾏﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂 消化性潰瘍治療剤 95中止
HFA HF252A1 糖衣錠 茶 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠｢

ｹﾝﾕ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 陽進堂 子宮収縮止血剤 95中止

HFA HF290A1 糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾘｻﾞﾉｰﾙ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 陽進堂 自律神経賦活剤 95中止
HFA HF313A0 裸錠 白 無 ﾀﾛﾊﾟﾋﾞﾀﾝ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 陽進堂 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9503中止
HFA HF332A0 裸錠 橙 無 ﾀﾛﾊﾟｿﾞｸﾛﾑ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 陽進堂 止血剤 9503中止

HFA HF629A0 裸錠 淡黄 有 ﾀﾛｷｼｯﾄﾞ錠500 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 500mg 陽進堂 合成抗菌剤 9503中止
HFB HF114B2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾛﾊﾟﾅｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 陽進堂 消炎鎮痛剤 9409中止
HFB HF217B2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾛﾅﾘｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 陽進堂 脳血流促進剤 9503中止
HFB HF313B4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾛﾋﾞﾀｼﾞｬｽﾄ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9503中止
HFB HF332B0 裸錠 白 無 ﾀﾛｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9503中止
HFC HF217C1 糖衣錠 赤 無 ﾀﾛﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 陽進堂 冠循環改善剤 9503中止
HFC HF313C2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄茶 無 ﾀﾛﾊﾟﾁﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9503中止
HFT HFT2.5 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ2.5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0303ﾋｰﾄ表2.5mg追加

9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

HG SANDOZ：H G 2mg：2mg HG 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0710迄) 03
頃ﾋｰﾄ変更，表HG削除等

HG SANDOZ:H G 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 日本ﾁﾊﾞｶｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

循環改善剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HGNV NV：H G 2mg：2mg HG 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環改善剤 0710本体ｺｰﾄﾞ変更
HGT CG 114 HGT:CG 114 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢50mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 50mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
持続性利尿･降圧剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9804ﾋｰﾄ

変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

HGT Th 223 Th223 HGT:HGT 裸錠 白 無 ﾊｲﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

9808中止

HH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｪﾙﾁﾝ錠1 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

HH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾋﾞﾌｪﾙﾁﾝ錠2 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 2mg ﾏﾙｺ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9804中止 940708収載
HH HH141SV 裸錠 白 有 ﾎﾓﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 進化製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9603中止
HHSV HH141SV 裸錠 白 有 ﾎﾓﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 進化製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9603中止
HI H1 HPC001 裸錠 白 有 ｺﾝｽﾞｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 原沢製薬工業-ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸ

ｽ
気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾝｽﾞｰﾙ錠)
HI 裸錠 白 無 ﾋｽﾀｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 4mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ﾋｰﾄ 9708ﾋｰﾄ記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9103変更

HI 糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

HI 糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0110本体ｺｰﾄﾞ印刷面変
更 010706収載(商品名変

HI 糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(50mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印
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HIBON HIBON 裸錠(楕円形) 黄～淡褐黄 無 ﾊｲﾎﾞﾝ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾊｲﾎﾞﾝ

HIL HIL50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊｲﾗｸﾀﾝ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-東京田
辺製薬

脳血流障害改善剤 9105中止

HIL 糖衣錠 白 無 ﾊｲｳｪﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 8912中止
HIR R 151 Y-HIR5 5:Y-HIR5 R151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業-ﾄﾐｼﾞｪｯ

ｸ吉富
脳循環･代謝改善剤 9806中止 日本薬品工業

のﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ)の旧ｺｰﾄﾞと本体ｺｰﾄﾞ

HIS MO 450:5 MO450 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠5mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 5mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

HIS MO 451:10 MO451 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠10mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 10mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

HIS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ（0110ﾋｰﾄ
HIS200mg削除，商品名

HIS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ(0202ﾋｰﾄ商品名記

HISV 腟錠 白 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ(0109頃迄)，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96**変

HIVID HIVID 0.375:ROCHE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤灰 無 ﾊｲﾋﾞｯﾄﾞ錠0.375 ｻﾞﾙｼﾀﾋﾞﾝ 0.375mg 中外製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0803中止 960424収載
HK 糖衣錠 朱 無 ﾁﾙｺﾗﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 阪急共栄物産 冠血管拡張･抗狭心症剤 8403中止
HK 裸錠 白 有 ﾉｶﾛｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 阪急共栄物産 高血圧・不整脈治療剤 9312中止
HK 裸錠 白 無 ﾎﾞﾆﾄﾐﾝ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 阪急共栄物産 動脈硬化用剤 9210中止
HK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾐﾙﾅｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 阪急共栄物産 消炎鎮痛剤 9609中止
HK 裸錠 黄 無 ﾗｸﾄﾊﾟﾙﾑ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 阪急共栄物産 利尿降圧剤 95中止
HK 裸錠 白 無 ﾗﾌﾞﾁｰﾑ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 消炎酵素剤 0409中止 0212分社（阪

急共栄物産より）
HK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾗﾌﾞﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 阪急共栄物産 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9712中止
HK 裸錠 白 無 ﾘﾋﾟﾄﾞﾓｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 阪急共栄物産 動脈硬化･末梢循環改善

剤
0002中止

HK HK 1:☆ORGANON HK1:100mg HK1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg ｵﾙｶﾞﾉﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ)-三共(日
本ｵﾙｶﾞﾉﾝ輸入)

不整脈･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 921127
収載

HK HK 1:☆ORGANON HK1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

HK HK008 裸錠 白 無 ﾐﾙﾏｸﾞ錠350mg 水酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 0.35g ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ-高田製薬，
共和薬品工業

緩下･制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾙﾏｸﾞ錠)

HK 糖衣錠 白 無 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ錠(阪急) ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 阪急共栄物産 ﾄﾘｺﾓﾅｽ症治療剤 9603中止
HK 糖衣錠 白 無 ﾂﾖｶ錠20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 阪急共栄物産 肝臓疾患用剤 9904中止
HK 糖衣錠 桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250(阪急) ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 阪急共栄物産 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0108中止
HK 裸錠 白 無 ｸｴﾝ酸ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾀﾝ錠

15(阪急)
ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 阪急共栄物産 非麻薬性鎮咳剤 0109中止

HK 裸錠 白 有 ﾊﾝｸﾍﾞﾘｰ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 阪急共栄物産 気管支拡張剤 9609中止
HK HK-208 糖衣錠 白 無 ﾊﾝｸﾊﾞｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 阪急共栄物産 末梢神経障害改善剤 0002中止 9709ﾋｰﾄ裏変

HK HK-209 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾛﾀﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 頻尿治療剤 0411中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK HK-210 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾝｸﾁｰﾑE錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 血管代謝改善剤 0409中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK HK-211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄透明 ｺﾝｸﾀｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 総合消化酵素剤 0411中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK HK-212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾝｸﾀｰｾﾞF錠 ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 総合消化酵素剤 0411中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK HK216 HK-216 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/無透
明

ﾗﾌﾞﾉｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 虚血性心疾患治療剤 0106中止 9711ﾋｰﾄ裏変
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HL KWP HL KWP-HL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾍﾏﾄﾆｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9508まで) 920710
収載

HL 75 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ
ﾙ錠0.75mg｢CH｣に変更)

HL HL01 HL01 HLP-0.1 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾘｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

1101中止 080704収載

HL HL02 HL02 HLP-0.2 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾘｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

1101中止 080704収載

HL Tu HL-100 裸錠 白 有 ﾍｯﾄﾞﾛﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9912中止
HLC HLC-25 COX 裸錠 白 無 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 脳血流障害改善剤 9606中止 9503製造販売

元変更に伴い記号変更
HLC HLC-50:COX 裸錠 黄 有 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 脳血流障害改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
HLM HLM Hoechst CA 裸錠 淡褐 無 ｶﾙﾆｹﾞﾝ錠 ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環調節剤 9502中止
HLO HL01 HL01 HLP-0.1 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾘｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
1101中止 080704収載

HLO HL02 HL02 HLP-0.2 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾘｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

1101中止 080704収載

HLP HL01 HL01 HLP-0.1 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾘｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

1101中止 080704収載

HLP HL02 HL02 HLP-0.2 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾘｰﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

1101中止 080704収載

HLS HLS0.75 裸錠 白 有 ﾊﾛｽﾃﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
HLS HLS1 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
HLS HLS2 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
HM HM(六角形の中に記載) HM:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｼﾞｭﾘﾅ錠0.5mg ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 0.5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ製剤 080613収載
HM 糖衣錠 淡橙 無 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ

ﾙ錠1mg｢CH｣に変更)
HM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾒｺｰﾙ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 胆道疾患治療剤 0509中止 0201ﾋｰﾄ変更

HM Tu-HM 003 Tu HM-003 裸錠 白～微黄白 有 ﾊﾚﾑﾆﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 辰巳化学 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0803ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬) 070615収載(商品
名変更に伴い，前:ﾊﾚﾑﾆ

HM HM279 HM279 5mg：5mg 裸錠(楕円形) 青紫 無 ｱｽﾞﾚﾐｯｸ錠口腔用5mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
(外)

5mg 東洋製薬化成-小野薬品
工業

口腔･咽頭炎症疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾚﾐｯｸ)
0305ﾋｰﾄ5mg追加 9707
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HM HM 311 HM311 15mg：15mg 裸錠 白 有 ﾉﾝﾀｽ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東洋製薬化成 気道潤滑去痰剤 0504品名変更(前：ﾉﾝﾀｽ
錠)

HM HM 317 HM317 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｾｰﾄﾞ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 東洋製薬化成-小野薬品
工業

緩下剤 0612中止 0301ﾋｰﾄ2.5mg
追加 9705ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

HM HM515 HM515 裸錠(長円形) 黄 無 ﾊｹﾐﾗﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 共和薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9310中止
HML T A HML 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 9411本

体刻印
HMR 糖衣錠 明灰緑 無 ﾋﾒﾛﾝK1錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0308中止 010706収載(商

品名の変更 前:ﾋﾒﾛﾝK1
HMR 糖衣錠 灰緑 無 ﾋﾒﾛﾝK1錠10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0308中止 010706収載(商

品名の変更 前:ﾋﾒﾛﾝK1
HMT

200mg
軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾍﾓﾀｲﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg ｻﾝﾄﾞ 経口痔核治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾓﾀｲﾄ) 0603

SANDOZ)
HN CH 裸錠 白 有 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ

ﾙ錠1.5mg｢CH｣に変更)
HN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾆﾝｺｰﾜ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 興和新薬 頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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HN SW SW-341:SW-HN 裸錠 白 無 ﾎﾊﾟﾅｰﾙ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 沢井製薬 脳代謝賦活･精神症状改
善剤

89中止

HO H O 裸錠 淡紅 有 ﾉﾙﾒﾗﾝ2.5mg ﾒﾄﾗｿﾞﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 9905中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9010変

HO 糖衣錠 白 無 ﾊﾛﾐﾄﾞｰﾙ-3 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 長生堂製薬 抗精神病剤 旧品名(080620ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰ
ﾙ錠3mg｢CH｣に変更)

HO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎﾙﾐﾗｰｾﾞ 第一製薬 消化酵素剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

載(ｶﾀｶﾅ)
HO FJ H02 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9905中止 960705収載

HO FJ H03 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

HO OH 111 OH-111 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾅｽ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

HO OH 60:1 OH-60 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
HO OH 110 OH-110 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾅｽ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
100528収載

HO OH 61:2 OH-61 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
HO OH 62:3 OH-62 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
HO HO 75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/白 ﾋﾄﾞﾛﾆｰﾙ75 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 75mg 佐藤薬品工業 血圧降下剤 中止
HO HO 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾋﾄﾞﾛﾆｰﾙ150 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 150mg 佐藤薬品工業 血圧降下剤 中止
HO OH 205:2.5 OH-205 2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大原薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
1003大正薬品工業中止
040709収載

HO OH 206:10 OH-206 10mg 裸錠 薄桃 有 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003大正薬品工業中止
040709収載

HOE HOE HOE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍｷｽﾄｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 脳代謝改善剤 9805中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ変更

HOECHST ARC3 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9708ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HOECHST ARE6 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9710ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HOECHST HOE-SXS  EU-40  HOE-
SXS  EU-40

HOE-SXS EU-40 40mg：
40mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｵｲﾃﾝｼﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 降圧剤(持効性ﾌﾛｾﾐﾄﾞ) 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｲﾃﾝｼﾝ)

HOECHST Hoechst OS 糖衣錠 白 無 ｵｼﾞﾛｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 利尿降圧剤 9008中止
HOECHST HLM Hoechst CA 裸錠 淡褐 無 ｶﾙﾆｹﾞﾝ錠 ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環調節剤 9502中止
HOECHST SDF1.25 1.25mg：1.25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
1.25mg) 0301ﾋｰﾄ変更
9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

HOECHST LDY2.5 2.5mg:2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
2.5mg) 0302ﾋｰﾄ変更
（2.5mg追加等）

HOECHST ATN ATN 糖衣錠 白 無 ﾄﾚﾝﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 脳微小循環改善剤 9909中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ変更

HOECHST Hoechst FE 糖衣錠 白 無 ﾌｪｽﾀｰﾙ ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 高単位消化酵素製剤 9312中止
HOECHST HOE DHG:10 HOE DHG10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ10mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1007中止 0306ﾋｰﾄ表

10mg追加
HOECHST HOE DHT:20 HOE DHT 20 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ20mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1008中止 0304ﾋｰﾄ表

20mg追加
HOECHST HOE HOE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍｷｽﾄｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 脳代謝改善剤 9805中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ変更
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HOECHST RASTINON LRW 裸錠 白 有 ﾍｷｽﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠0.5g ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 0512商品名変更(前:ﾍｷｽ
ﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠) 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ表変更

HOECHST Hoechst LR 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ-R錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ､ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 15mg，0.1mg ﾍｷｽﾄ薬品工業-日本ﾍｷ
ｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ

降圧剤 9707中止

HOECHST LA20:Hoechst LA20 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ20mg錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9506まで)
HOECHST DLF DLF:20 DLF20 20mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更

前：ﾗｼｯｸｽ20mg錠） 02ﾋｰ
ﾄ20mg追加

HOECHST DLI DLI:40 DLI40 40mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更
前：ﾗｼｯｸｽ錠） 0210ﾋｰﾄ
40ｍｇ追加

HOECHST ATC ATC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾝﾀｰﾙ300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 持続性脳微小循環改善
剤

9909中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ変更

HOECHSTL
A

DLF DLF:20 DLF20 20mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更
前：ﾗｼｯｸｽ20mg錠） 02ﾋｰ
ﾄ20mg追加

HOECHSTM
U

HFT2.5 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ2.5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0303ﾋｰﾄ表2.5mg追加
9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

HOECHSTM
U

HFA5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0302ﾋｰﾄ表5mg追加 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
950317収載

HOEDHG HOE DHG:10 HOE DHG10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ10mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1007中止 0306ﾋｰﾄ表
10mg追加

HOEDHT HOE DHT:20 HOE DHT 20 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾚｼﾝ20mg錠 硫酸ﾍﾟﾝﾌﾞﾄﾛｰﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧治療剤 1008中止 0304ﾋｰﾄ表
20mg追加

HOEI 糖衣錠 白 無 ﾌｪｽｺﾘﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

解熱鎮痛消炎剤 9109中止

HOEI 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｽﾄﾏｻﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

胃炎･消化性潰瘍治療剤 9303中止

HOESXS HOE-SXS  EU-40  HOE-
SXS  EU-40

HOE-SXS EU-40 40mg：
40mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｵｲﾃﾝｼﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 降圧剤(持効性ﾌﾛｾﾐﾄﾞ) 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｲﾃﾝｼﾝ)

HOM Sc470 HOM10：10mg 裸錠 白 有 ﾎﾏﾀﾞﾓﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0811中止
HOM KI-1411 HOM:MECT KI-1411 裸錠 白 有 ﾎﾓﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾒｸﾄ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9107中止
HOR TYK311 HOR50:50mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

HOR TYK311 50:TYK311 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
HOR TYK312 HOR100:100mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

HOT HOT 糖衣錠 淡黄 無 ﾎﾙﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 寿製薬 虚血性心疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ
HOX Th277 HOX:HOX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/無透明 ﾎｸｽﾉｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ製剤 97中止 900713収載
HP HP 二重錠 白 無 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ-R ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性高血圧治療剤

除)
HP Tw HP Tw.HP 裸錠 白 有 ﾋｽﾎﾟﾗﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 東和薬品 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋｽﾎﾟﾗﾝ錠)
HP HP 0.75：Kw KwHP0.75 0.75：

KwHP0.75 0.75
裸錠 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更，錠剤

小型化
HP Kw HP1：HP 1 KwHP1 1：KwHP1 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408ｺｰﾄﾞ変更
HP HP 1.5：Kw KwHP1.5 1.5：KwHP1.5

1.5
裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408ｺｰﾄﾞ変更，錠剤小型

化
HP Kw 807：1.5 Kw807 1.5mg:KW 807 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(0408迄) 本体裏

ｺｰﾄﾞ追加(1.5) 0212承継
（日本ｱﾙﾂ製薬より）

HP SW 432 SW-432 2mg：2mg 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 沢井製薬 循環改善剤 0706中止 0306頃ﾋｰﾄ変
更 0004本体刻印 舌下錠
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HP HP 2：Kw HP2 KwHP2 2：KwHP2 2 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408ｺｰﾄﾞ変更，ｻｲｽﾞ変更
HP HP 3：Kw HP3 KwHP3 3：KwHP3 3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0507色変更(前:淡黄)

0408本体，ｺｰﾄﾞ変更
HP HP015 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(十字

割線)
白 有 ﾒﾌｧｷﾝ｢ﾋｻﾐﾂ｣錠275 塩酸ﾒﾌﾛｷﾝ 275mg 久光製薬 抗ﾏﾗﾘｱ剤 0806頃本体ｺｰﾄﾞ削除，

ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
HP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/白 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 興和新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0111中止 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ

錠と本体ｺｰﾄﾞ同じ
HP 裸錠 白 無 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 興和新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0111中止 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ

ｶﾌﾟｾﾙと本体ｺｰﾄﾞ同じ
HP HP101 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｱﾝﾄﾌｪﾉﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 久光製薬 消炎鎮痛剤 中止 未販売
HP SW-429:SW-HP 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg 沢井製薬 脳･末梢循環障害改善剤 9409中止 舌下錠 十字割

線
HP

YMC25mg
糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬 抗めまい剤 旧品名(080620ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ

ﾙ塩酸塩錠25mg｢CH｣)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0403承継(三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

HPC H1 HPC001 裸錠 白 有 ｺﾝｽﾞｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 原沢製薬工業-ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸ
ｽ

気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝｽﾞｰﾙ錠)

HPC H2 HPC002:HPC002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｾﾉｰﾙ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 原沢製薬工業･ｻﾝﾄﾞ，ﾎﾟｰ
ﾗﾌｧﾙﾏ

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0704販売社名変更(前:科
薬) 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ裏変更
(25削除)

HPC HPC 003 HPC003:HPC003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｾﾉｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 原沢製薬工業･ｻﾝﾄﾞ，ﾎﾟｰ
ﾗﾌｧﾙﾏ

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0704販売社名変更(前:科
薬) 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ裏変更
(50削除)

HPC HPC 005 HPC005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾜﾆｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 原沢製薬工業 高脂質血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾆｰﾙ錠)
0809ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

HPC HPC 006 HPC006 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻｷｵﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 原沢製薬工業-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

消化管運動調律剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｷｵﾝ錠)

HPC HPC016 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ﾒﾀﾊﾟｽｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 原沢製薬工業 EPA製剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

HPC H18 HPC018 裸錠 白 無 ｴﾈﾙﾌｧ錠10 ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 10mg 原沢製薬工業 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9907販売 990315承認
HPC HPC 019 HPC019 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾄﾞﾋﾞﾙSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 原沢製薬工業 高脂血症用剤 0509中止 990709収載
HPC HPC021 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
微黄 ﾁｺｶﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 原沢製薬-陽進堂 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606より陽進堂が販売

HPC HPC022 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾁｺｶﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 原沢製薬-陽進堂 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606より陽進堂が販売

HPC HPC030 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾌｽﾄﾍﾟﾝﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 同仁医薬化工 鎮咳剤 中止
HPL SW-688 SW-688 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
3mg 沢井製薬 持効性脳循環代謝改善

剤
99中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-HPL)削除 940708収

HPP H PP 裸錠 白 有 ﾋﾟﾍﾟﾁﾝ 光製薬/大阪 総合感冒薬 9412中止
HPR KB HP-R HP-R 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾋﾟﾆﾝ-Rｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(0106迄) 9701ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
HPT HPT15 DOJ 糖衣錠 緑 無 ﾌｽﾄﾍﾟﾝﾃﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 同仁医薬化工 鎮咳剤 中止
HR 裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9711ﾋｰﾄ

裏変更
HR 裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9709ﾋｰﾄ

裏変更
HR HR 5:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾛ･ﾘﾝﾃﾞｵｰﾙ ﾘﾈｽﾄﾚﾉｰﾙ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1.6mg，

0.048mg
日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 内服用黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ

複合剤
0611頃中止 0504販売元
変更(前：三共)

HR HR201 糖衣錠 赤 無 ｿﾙﾀﾞﾅ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

堀井薬品工業 緩下剤(ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠) 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾙﾀﾞﾅ)

HR HR HR204 裸錠 白 無 ﾎﾟﾘｼﾛ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 堀井薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾘｼﾛ)
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HR JD 010 HR205 糖衣錠(腸溶
性)

白 無 ﾍﾓﾅｰｾﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰ
ﾙ

20000J.D.U.
，10mg

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬-堀井薬品
工業

痔疾患<内服>治療剤 1109頃本体ｺｰﾄﾞ追加 ｼﾞｪ
ｲﾄﾞﾙﾌ製薬とﾋｰﾄ異なる

HR SW-016:SW-HR500 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾗｾﾄﾞﾝ500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 92中止
HR HR 701 HR701 裸錠 白 無 ｺﾞｰﾙﾊﾟｯｸ ｲｵﾊﾟﾉ酸 500mg 堀井薬品工業 経口胆嚢造影剤 9810中止
HRS HRS-5 裸錠 白 有 ﾋﾙｽｶﾐﾝ錠5mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｲｾｲ 催眠鎮静剤・抗てんかん

剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾙｽｶﾐﾝ)

HRT HRT:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾊﾞｰﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 佐藤薬品工業－わかもと
製薬

頻尿治療剤 0607頃中止 04頃記号裏
→表等

HS SW-HS 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾍﾙｽﾀｲﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 沢井製薬 高脂質血症治療剤 92中止
HS M617 HS-1 裸錠 淡黄 有 ﾋｽﾀﾒｼﾞﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 模範薬品研究所 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9104中止
HS EISAI HS004 Eisai HS004 裸錠 白 有 ﾊｲｽﾀﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾙﾋﾟﾗﾘﾝ 4mg ｴｰｻﾞｲ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9308中止
HS O.S-HS12.5 12.5mg：

12.5mg
糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0905中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
HS Tu HS･100 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
無～淡黄透
明

ﾊｰﾌｽﾀｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg 辰巳化学 慢性膵炎治療剤 9707中止 97ｺｰﾄﾞ化

HS KB HS HS100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠100 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ 97ﾋｰﾄ裏記号削
除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HS KB H200 HS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(0105迄) 97ﾋｰﾄ裏
記号削除，商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

HSF O.S-HS･F25 25mg：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0911中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

HSG IC-603 HSG IC-603:HSG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌｽﾁｹﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ｲｾｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0909商品名変更(前:ﾌｽﾁ
ｹﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ)

HSL T Z 裸錠 白 有 ﾍﾙｾﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 筋緊張緩和剤 0212中止 960705収載
HSP HSP 糖衣錠 白 無 ﾍﾙｻﾌｨﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 三亜製薬 微小循環改善剤 9305中止
HSP HSP 114 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾖｽﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大洋薬品工業 鎮痙剤 9003中止 薬価削除
HST Tw HST

10mg
裸錠 白 有 ﾋｽﾀﾘｼﾞﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾀﾘｼﾞﾝ錠)

HT HT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 有 ﾅﾀｼﾘﾝ錠 ﾍﾀｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 250mg 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
HT HT OY3390 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾈｵﾋﾟｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業 抗血小板剤 0411中止 9605進化製薬

から承継
HT KWP HT KWP-HT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｽﾄﾚｽ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで) 920710

収載
HT HT-03 裸錠 淡黄褐 無 本草乙字湯ｴｷｽ錠-M 本草製薬 漢方製剤 9406中止
HT HT-05 裸錠 淡褐 無 本草安中散料ｴｷｽ錠-M 本草製薬 漢方製剤 9406中止
HT O.S-HT10 10mg:10 10mg 糖衣錠 橙 無 ﾊｰﾄｼﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 代謝性強心剤 0711中止
HT Tu-HT 10 TuHT-10 10mg:TuHT-10

10mg
糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢TCK｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

HT HT-17 裸錠 淡黄褐 無 本草五苓散料ｴｷｽ錠-M 本草製薬 漢方製剤 9406中止
HT HT-19 裸錠 淡褐 無 本草小青竜湯ｴｷｽ錠-M 本草製薬 漢方製剤 9406中止
HT Tu-HT 20 TuHT-20 20mg：TuHT-20

20mg
糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢TCK｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

HT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾋｸﾞﾛﾐﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg わかもと製薬 気道粘液溶解剤 9505中止
HT HT HT339SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾈｵﾋﾟｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 進化製薬 抗血小板剤 9603中止(ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品

工業に承継) 940708収載
HTB HT3B 糖衣錠 白 無 ﾄﾞﾝｼﾞｬｽﾄB ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 堀田薬品合成 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
HTB HT7B 裸錠 黄 無 ﾄﾞﾝｼﾞｬｽﾄA錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 堀田薬品合成 消炎鎮痛剤 91中止
HTB HT13B 裸錠 淡橙 無 ﾌｧﾓﾀｰ錠 堀田薬品合成 解熱鎮痛剤<小児用> 9912中止(0003鶴原製薬

へ承継) 960705収載
HTB HT 14B HT14B 裸錠 薄紅 有 ﾛｲﾏｼﾞｬｽﾄ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 堀田薬品合成 鎮痛･抗炎症･解熱剤 中止 990709収載
HTB HT 16B HT16B 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾝｼﾞｬｽﾄA-SRｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 堀田薬品合成 持続性鎮痛･抗炎症剤 99中止 980710収載
HTC HT3C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ﾀﾗﾝｷｼﾞｬｽﾄ ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg 堀田薬品合成 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性精神神経剤 99中止
HTC HT10C 糖衣錠 白 無 ｿﾗｷｵﾅｰﾄ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 堀田薬品合成 抗不安剤 99中止
HTC HT11C 糖衣錠 白 無 ｿﾗｷｵﾅｰﾄ20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 堀田薬品合成 抗不安剤 9307中止
HTC R:25 HT13C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾘﾝｸﾞﾍﾞﾝ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 堀田薬品合成 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 950707収載
HTC R:50 HT14C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾘﾝｸﾞﾍﾞﾝ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 堀田薬品合成 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 950707収載
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HTD HT5D 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾙﾄ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 堀田薬品合成 鎮痙剤，胃･十二指腸潰
瘍治療剤

9103中止

HTD HT8D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｹﾄﾐﾆﾝ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 堀田薬品合成 鎮痙鎮痛剤 中止 900713収載
HTD ML HT9D 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾘｰｽﾞ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 堀田薬品合成 筋緊張･循環改善剤 0001中止 9408本体刻印

900713収載
HTD HT 10D HT10D 裸錠 微黄白 有 ﾚｸﾞﾗｽ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 堀田薬品合成 自律神経調整剤 9708中止 950707収載
HTD HT11D HT11D 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼｰﾀｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 堀田薬品合成 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0001中止 980710収載
HTD HT 12D HT12D 裸錠 白～淡黄白 有 ｾﾞﾐﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 堀田薬品合成 筋緊張緩和剤 中止 970711収載
HTF HT3F 裸錠 白 有 ﾎﾓﾃﾞｨｯｷ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 堀田薬品合成 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9505中止
HTF HT 6F HT6F 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｼﾞﾗﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 堀田薬品合成 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9505中止 9310本体ｺｰﾄﾞ

化 920710収載
HTF HT7F 糖衣錠 白 無 ﾚﾅﾃﾞｯｸ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 堀田薬品合成 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止 960705収載
HTF HT8F HT8F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 堀田薬品合成 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9811中止 951116承認

9607販売
HTF HT 10F HT10F 30 裸錠 白 有 ｻﾗﾐﾝﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 堀田薬品合成 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 99中止 980710収載
HTG HT5G HT5G 裸錠 黄～橙黄 有 ｼﾞｬｽﾄｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 堀田薬品合成 代謝性強心剤 中止
HTG HT 9G:50 HT9G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲｹﾙﾝ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 堀田薬品合成 β 遮断剤 9812中止 920710収載
HTH HT9H 裸錠 淡橙 有 ﾒﾗｽﾃﾘﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 堀田薬品合成 降圧剤 9007中止
HTH CAP HT10H 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠HT12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 堀田薬品合成 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 中止 970711収載
HTI HT9I ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｼﾞｬｽﾄ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 堀田薬品合成 循環機能改善剤 9503中止
HTI HT 10I HT10I ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｼﾞｬｽﾄ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 堀田薬品合成 虚血性心疾患治療剤 0001中止
HTI HT 11I HT11I ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾗｼﾞｬｽﾄ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 堀田薬品合成 虚血性心疾患治療剤 中止 920710収載
HTIY HT 1Y HT1Y ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾏﾘｵｯﾄﾝ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 堀田薬品合成 広範囲経口抗菌剤 中止 950707収載
HTJ JZ HT2J ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｬｽﾄﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ

ｾﾞ単位
堀田薬品合成 血管代謝改善剤 9206中止

HTK HT 5K HT5K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾄｺｴﾆﾝ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 堀田薬品合成 微小循環系賦活剤 0001中止
HTK HT6K HT6K 裸錠 白 無 ｼﾞﾙｺﾞﾀｰﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 堀田薬品合成 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
9503中止

HTK HT7K 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

淡黄橙 ﾄｺｴﾇ200ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 堀田薬品合成 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9910中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HTK KJ HT8K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶﾘｼﾞｬｽﾄS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 堀田薬品合成 循環障害改善剤 0001中止 8903刻印
HTK HT 9K HT9K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾊﾟﾈｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 堀田薬品合成 脳循環代謝改善剤 9505中止 900713収載
HTK HT10K 糖衣錠 白 無 ｱｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 堀田薬品合成 Ca拮抗性降圧剤 中止
HTK HT 11K HT11K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾛｰﾈ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 堀田薬品合成 脳循環代謝改善剤 9810中止 920710収載
HTK KJ:50 HT12K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶﾘｼﾞｬｽﾄ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 堀田薬品合成 循環障害改善剤 旧ﾃﾞｰﾀ 0003承継(陽進堂

へ) 9911中止 920710収
HTL HT5L HT5L 裸錠 白 有 ｺﾌｼﾞｬｽﾄ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 堀田薬品合成 気管支拡張剤 9810中止
HTL HT7L 裸錠 白 有 ｼﾞｬｽﾄﾙﾎﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 堀田薬品合成 気道粘液溶解剤 9810中止
HTL HT 12L HT12L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾎﾞﾗﾎﾞﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 堀田薬品合成 気道粘液調整･粘膜調整

化剤
9502中止 900713収載

HTL HT 13L:RAB HT13L 裸錠 白 有 ﾗﾋﾞｷｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 堀田薬品合成 気道潤滑去痰剤 中止 920710収載
HTL Z N HT15L 裸錠 白 有 ｻﾞﾈﾛ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 堀田薬品合成 気管支拡張剤 9710中止 960705収載
HTM HT7M HT7M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾀﾓﾁｰﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 堀田薬品合成 精神･情動安定，消化性

潰瘍治療剤
中止

HTM HT11M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾘﾀｼﾞｬｽﾄNｶﾌﾟｾﾙ 堀田薬品合成 総合消化酵素剤 9204中止
HTM HT12M 糖衣錠 桃 無 ﾘﾀｾﾝﾄﾞ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

堀田薬品合成 緩下剤 0002中止(0003鶴原製薬
へ承継) 9703ﾋｰﾄ表変更

HTM HT 16M HT16M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠HT ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 堀田薬品合成 H2受容体拮抗剤 0001中止 9309再開 9206
中止

HTM HT19M 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾟｺｷﾗﾝｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 堀田薬品合成 緩下剤 0003中止 9705ﾋｰﾄ変更
(PIC削除)，商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

HTM HT 24M HT24M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾌﾞﾁﾉﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 堀田薬品合成 消化管運動調律剤 中止 920710収載
HTM HT 26M HT26M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾙﾓｶﾞﾝ錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ 100mg 堀田薬品合成 整腸･殺菌剤 99中止 940708収載
HTM PIC HT29M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾋﾟｺｷﾗﾝ錠7.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 7.5mg 堀田薬品合成 緩下剤 99中止 940708収載
HTM HT 35M HT35M 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀｼﾊﾞｰﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 堀田薬品合成 消化管運動改善剤 中止 960705収載
HTM HT39M HT39M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50HT ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 堀田薬品合成 胃潰瘍治療剤 99中止 990709収載
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HTN HT2N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ色 ﾋﾒｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾎﾘﾀ｣ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 堀田薬品合成 胆道機能改善剤 99中止
HTR HT2R ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃｼﾞｬｽﾄ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 堀田薬品合成 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9206中止
HTR HT5R 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾎﾘﾀ｣

10mg
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 堀田薬品合成 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9410中止

HTR HT6R 糖衣錠 黄 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾎﾘﾀ｣
30mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 堀田薬品合成 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9410中止

HTR HT8R 裸錠 黄 有 ﾃﾞﾙﾊﾟﾝﾄ錠 堀田薬品合成 複合ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸製剤 9212中止
HTR HT10R ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾝﾌｨﾛ錠 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
堀田薬品合成 可溶性の非ｲｵﾝ性鉄剤 99中止 9701本体刻印削

除 940708収載
HTR HT11R 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-堀田薬品合 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0003中止 940708収載
HTR HT12R 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-堀田薬品合 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0003中止 940708収載
HTS HT3S 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｵﾚﾝｼﾞ/ｸﾘｰﾑ

色
ﾄﾗｻｼﾞｬｽﾄ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 堀田薬品合成 止血剤 99中止

HTS HT 7S HT7S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾌﾞﾚｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 堀田薬品合成 抗血小板剤 中止 900713収載
HTS HT8S 300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ﾔﾄﾘｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 堀田薬品合成 EPA製剤 0003中止 980710収載

HTSV HT HT339SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾈｵﾋﾟｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 進化製薬 抗血小板剤 9603中止(ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品
工業に承継) 940708収載

HTT HT6T 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾁｰﾄ100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 堀田薬品合成 解毒剤 9503中止
HTT HT 7T HT7T 裸錠 白 有 ﾄﾛﾉｰﾑ錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ

ﾄﾘｳﾑ
231.5mg，
195mg

堀田薬品合成 ｱｼﾄﾞｰｼｽ･酸性尿改善剤 0003中止 950707収載

HTU HT1U 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ﾎﾘﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 堀田薬品合成 消炎酵素剤 9601中止
HTU HT2U 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ﾎﾘﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 堀田薬品合成 消炎酵素剤 9601中止
HTV HT 3V HT3V 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓｴﾝﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 鶴原製薬 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0003承継(堀田薬品合成
より) 960705収載

HTV HT 5V TSU044 200mg:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾊﾞﾅｼﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 骨粗鬆症治療剤 0908商品名変更(前:ｲﾊﾞﾅ
ｼﾝ錠)

HTY HT 1Y HT1Y ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾏﾘｵｯﾄﾝ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 堀田薬品合成 広範囲経口抗菌剤 中止 950707収載
HTY HT 2Y HT2Y 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾏﾘｵｯﾄﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 堀田薬品合成 広範囲経口抗菌剤 0003承継（陽進堂へ，そ

の後ｱｽﾃﾞｭﾌｪ錠200mgが
代替新規） 970711収載

HU Y-HU2.5 裸錠(四角形) 白 無 ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ錠小児用2.5mg ﾌｪﾝｼﾞｿﾞ酸ｸﾛﾍﾟﾗｽﾁﾝ 2.5mg 田辺三菱製薬 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:小児用ﾌｽﾀ
ｿﾞｰﾙ錠)

HU Y HU10 Y-HU10 糖衣錠 紅 無 ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ糖衣錠10mg 塩酸ｸﾛﾍﾟﾗｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ糖衣
錠)

HU Y-HU25 裸錠(四角形) 白 無 小児用ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ錠 ﾌｪﾝｼﾞｿﾞ酸ｸﾛﾍﾟﾗｽﾁﾝ 2.5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 0110社
名変更 9711ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

HVT Tw HVT Tw.HVT 裸錠 淡黄 有 ﾍｷｻV ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 東和薬品 末梢血管拡張剤 94中止
HW Tu HW-006 糖衣錠 白 無 ﾋｼﾗｯﾌﾟ持効錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 辰巳化学 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 96中止
HW MH 600 MH600 10：MH600 10mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠10mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

HW MH 601 MH601 20：MH601 20mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠20mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠20mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

HW MH 599 MH599 5：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

HX HX50 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾞﾛﾓｯｸｽ錠 ｷﾈﾀｿﾞﾝ 50mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 降圧利尿剤 9307中止
HX Y HX200 Y-HX200 裸錠 淡黄 無 ﾍｸｻﾆｼｯﾄ錠 ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 吉富製薬 末梢血管拡張剤 0001中止 9711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

化，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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HY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐
黄(白帯)

ﾋﾎﾟｶ5mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

HY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐
黄(白帯)

ﾋﾎﾟｶ10mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

HY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐
黄(白帯)

ﾋﾎﾟｶ15mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

HYA HYA 裸錠 桃 有 ﾋﾍﾟﾙｼﾞﾝ 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 東邦新薬 高血圧治療剤 中止
HYD 耳:HYD-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾄﾞﾗﾌﾟﾛﾝ錠 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0607中止
HYDERGINE HYDERGINE 1mg：1mg HYG 裸錠(十字割 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ舌下錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環改善剤 03頃ﾋｰﾄ変更
HYDERGINE HYDERGINE 裸錠(十字割

線)
白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ舌下錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
循環改善剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9710ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HYDRA OG 26 OG26 HYDRA 裸錠 白又は微黄 有 ﾋﾄﾞﾗ錠｢ｵｰﾂｶ｣50mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 50mg 大塚製薬工場-大塚製薬 結核化学療法剤 0109ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載
HYG HYDERGINE 1mg：1mg HYG 裸錠(十字割 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ舌下錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環改善剤 03頃ﾋｰﾄ変更
HYG HYDERGINE 裸錠(十字割

線)
白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ舌下錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
循環改善剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9710ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HYG CG 114 HYG50:CG 114 HYG50 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢50mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 50mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

持続性利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで)

HYG CG 115 HYG100:CG 115 HYG100 裸錠 白 有 ﾊｲｸﾞﾛﾄﾝ錠｢100mg｣ ｸﾛﾙﾀﾘﾄﾞﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 利尿･降圧剤 9206中止
HYPAZON TYK 耳:HYPAZON 裸錠 白 有 ﾊｲﾊﾟｿﾞﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 東亜薬品工業 利尿降圧剤 9406中止
HYSH KH 405 KH405 200mg:HYSH

200mg
裸錠 白 有 ﾋｽﾛﾝH錠200mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
200mg ﾌｧｲｻﾞｰ-協和発酵ｷﾘﾝ 抗悪性腫瘍経口黄体ﾎﾙ

ﾓﾝ剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾛﾝH200)

HYT 裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

HYT 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0305迄) 0302社名
変更 9709ﾋｰﾄ表裏変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9410割線有

HYT 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

HYT 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

HYZ HYZ 02 HYZ02：HYZ02 糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾋﾟｼｯﾄﾞ錠 ﾊｲｿﾞﾝ製薬-大正薬品工
業

前立腺肥大症治療剤 0907中止 0001本体ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更(前:HY02)

HYZ HYZ 02 HYZ02：HYZ02 糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾋﾟｼｯﾄﾞ錠 ﾊｲｿﾞﾝ製薬-大正薬品工
業

前立腺肥大症治療剤 0907中止 0001本体ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更(前:HY02)

HYZ PJ LA20 HYZ03 HYZ03 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙｼﾞﾉｰﾊﾞLA20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 持続性Ca拮抗剤 0404中止 980710収載
HYZ PJ LA40 HYZ04 HYZ04 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙｼﾞﾉｰﾊﾞLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 持続性Ca拮抗剤 0404中止 980710収載
HYZ HYZ 05 HYZ05 25:HYZ05 裸錠 白 無 ｻﾙﾐｺｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症治療剤 1101製造販売元変更(前:

ﾊｲｿﾞﾝ製薬) 1007販売元
変更，統合に伴い(前:大
正薬品工業)

HYZ HYZ:06 HYZ06 裸錠 白 無 ｱﾌﾟｼﾗｼﾞﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0111販売　980710収載

HYZ HYZ 11 HYZ11　2 裸錠 白 有 ｹﾞﾙｿ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0404中止 010706収載

HYZ HYZ 12 HYZ12 裸錠 白 有 ﾒｷﾝﾃﾙ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 不眠症 麻酔前投薬 0108中止　000707収載
HYZ HYZ 15 HYZ15 1.25 裸錠 白 有 ﾊｲｿﾞｸﾞﾗｼﾄﾞ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 経口血糖降下剤 0404中止 010706収載
HYZ HYZ 16 HYZ16 2.5 裸錠(長円形) 白 有 ﾊｲｿﾞｸﾞﾗｼﾄﾞ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 経口血糖降下剤 0404中止 010706収載
HYZ HYZ 17：10 HYZ17 10：HYZ17 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 興和ﾃﾊﾞ・ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 尿失禁・頻尿治療剤 1101製造販売元変更(前:

ﾊｲｿﾞﾝ製薬)
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HYZ HYZ 18：20 HYZ18 20：HYZ18 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 興和ﾃﾊﾞ・ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 尿失禁・頻尿治療剤 1101製造販売元変更(前:
ﾊｲｿﾞﾝ製薬)

HZ HZ600:HZﾎﾉﾐ 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾋﾞ 剤盛堂薬品 耳鼻科用剤 07頃中止
HZT HZ8T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ大柴胡湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
HZT HZ9T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ小柴胡湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
HZT HZ14T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ半夏瀉心湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
HZT HZ16T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ半夏厚朴湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
HZT HZ17T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ五苓散料Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
HZT HZ23T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ当帰芍薬散料Nｴｷｽ 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
HZT HZ25T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ桂枝茯苓丸料Nｴｷｽ 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
HZT HZ32T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ人参湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
HZT HZ40T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ猪苓湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
HZT HZ55T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ麻杏甘石湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
HZT HZ71T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ四物湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
I GCI7 GC4870 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌﾗﾌﾛｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ﾐﾄﾞﾘ十字 抗悪性腫瘍剤 9109中止
I HT9I ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｼﾞｬｽﾄ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 堀田薬品合成 循環機能改善剤 9503中止
I HT 10I HT10I ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｼﾞｬｽﾄ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 堀田薬品合成 虚血性心疾患治療剤 0001中止
I HT 11I HT11I ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾗｼﾞｬｽﾄ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 堀田薬品合成 虚血性心疾患治療剤 中止 920710収載
I ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾙｺﾄｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬 脳代謝機能改善剤 9508中止
I I 200:FJ 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾄﾌﾗﾎﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 富士製薬工業 骨粗鬆症治療剤 9904中止 970711収載
IB Tw:IB Tw.IB 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠）
IB Tw:IB 20 Tw.IB20 20mg：20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠20）
IC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/無透明 ｲﾝﾃﾀﾞｰﾙ25ｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 長生堂製薬 解熱鎮痛消炎剤 9404中止
IC Tw.IC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9208中止
IC IC 1 IC1 YOU2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾖｰﾋﾟｽ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｲｾｲ-三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｰﾋﾟｽ錠) ｲｾｲ
とﾋｰﾄ異なる

IC IC 1 IC1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾖｰﾋﾟｽ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｲｾｲ 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｰﾋﾟｽ錠) 三
和化学研究所とﾋｰﾄ異な

IC IC 10 IC-10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｹﾊﾟｸﾙL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｲｾｲ 持続性Ca拮抗剤(高血
圧･狭心症治療剤)

000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載

IC IC 20 IC-20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｹﾊﾟｸﾙL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｲｾｲ 持続性Ca拮抗剤(高血
圧･狭心症治療剤)

000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載

IC IC 31 IC-31 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｲｾｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 大正薬品工業-ｲｾｲ，ｶｲ
ｹﾞﾝ，ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

IC IC 32 IC-32 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｲｾｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 大正薬品工業-ｲｾｲ，ｶｲ
ｹﾞﾝ，ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

IC IC 50 IC-50 裸錠 白～微黄白 無 ｹﾄﾌﾞﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｲｾｲ 高尿酸血症治療剤 101119収載
IC IC 50 IC-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾎﾟｼﾄﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ｲｾｲ 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
IC IC 51 IC-51 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾃﾉﾘｽﾞﾑ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｲｾｲ 心臓選択性β 遮断剤 0806商品名変更(前:ｱﾃﾉ

ﾘｽﾞﾑ錠)
IC IC 52 IC-52 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻﾍﾟｽﾛﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ｲｾｲ 消化管運動調律剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾍﾟｽﾛﾝ錠)
IC IC 53 IC-53 BOD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝ錠50mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤・

精神活動改善剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0512ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，本体
ｺｰﾄﾞ追加，商品名変更に
伴い(前:ﾎﾞｲﾀﾞﾝ)

IC IC 53 IC-53 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾘｽﾃﾘｱ錠 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ｲｾｲ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0104中止 940708収載

IC IC 54 IC-54 裸錠 白 有 ﾍﾞﾅﾝｻﾞｰﾙ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ｲｾｲ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾅﾝｻﾞｰﾙ錠)

IC IC 55 IC-55 200:IC-55 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｳﾅｾﾗ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｲｾｲ 広範囲経口抗菌剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載

IC IC 56 IC-56 100:IC-56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾗｲﾝﾀｯﾄ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ｲｾｲ 経口蛋白分解酵素阻害 960705収載
IC IC 57 IC-57 50mg:IC-57 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 有 ﾐｵﾊﾞﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｲｾｲ ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 960705収載
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IC IC 58 IC-58 2mg:IC-58 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾅｷｿｰﾙ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg ｲｾｲ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0902中止 960705収載

IC 100mg IC-59 糖衣錠 白 無 ﾚﾅﾙﾁﾝ腸溶錠100mg 肝臓加水分解物 100mg ｲｾｲ・ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 肝水解物製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾅﾙﾁﾝ錠)

IC IC 60 IC-60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾈﾘﾝｸﾞ錠20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg ｲｾｲ β 受容体遮断剤 1005中止 0301ｺｰﾄﾞ変
更，本体ｺｰﾄﾞ化

IC IC 61 IC-61 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾞﾙｸﾞﾌｫﾙﾑ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｲｾｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0705中止 040709収載
IC IC-401 裸錠 白 無 ﾊﾋﾟｽｵﾙ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｲｾｲ 気道粘液溶解剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾋﾟｽｵﾙ)
IC IC-403 裸錠 白 有 ｲﾉｵﾀｰ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg ｲｾｲ 脳･末梢血流障害改善剤 0705中止 舌下錠
IC IC-404 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠50｢ｲｾｲ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg ｲｾｲ 不整脈治療剤
IC UST:IC-405 裸錠(花型) 淡赤 有 ｳﾙｿﾄﾗﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｲｾｲ 降圧利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｳﾙｿﾄﾗﾝ)
IC IC 406 IC-406 DST 裸錠 白 有 ﾃﾞｱﾉｻｰﾄ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｲｾｲ めまい・平衡障害治療剤 0808本体ｺｰﾄﾞ追加

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｱﾉｻｰﾄ)

IC IC 407 DST-D IC-407 裸錠 白 有 ﾃﾞｱﾉｻｰﾄ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｲｾｲ めまい・平衡障害治療剤 0808本体ｺｰﾄﾞ追加
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｱﾉｻｰﾄD)

IC IC-408 裸錠 白～類白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ｲｾｲ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｲｾｲ 利尿降圧剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ｲｾ
ｲ｣) 0508色変更(前:白)

IC IC-409 裸錠 橙黄 無 ﾗﾉﾋﾞ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ｲｾｲ 血管強化止血剤

IC IC-410 裸錠 白 有 ｽﾗｯｸｼﾝ錠200mg ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg ｲｾｲ 筋弛緩剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾗｯｸｼﾝ錠)

IC IC-411 糖衣錠 淡黄緑 無 ｶﾞｲﾚｽ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 10mg ｲｾｲ 非麻薬性鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞｲﾚｽ錠｢ｲｾ

IC IC-412 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾄﾞﾗﾌﾟﾛﾝ30 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0607中止
IC IC-413 裸錠 白 無 ﾕｰﾌﾟﾚｽ錠｢ｲｾｲ｣ ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg ｲｾｲ 利尿降圧剤 9210中止
IC IC-414 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ｲｾｲ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ｲｾｲ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0801中止 91ｺｰﾄﾞ化
IC IC-415 VA 裸錠 黄 無 ﾊﾞﾒｰﾀ錠｢ｲｾｲ｣ 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg ｲｾｲ 末梢循環治療剤 9412中止
IC 耳:IC-416 裸錠 白 有 ﾚｽﾀﾉﾛﾝ錠 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg ｲｾｲ 気管支拡張剤 9503中止 93ｺｰﾄﾞ化(SP-

>PTP)
IC IC-418 裸錠 黄 有 ﾕｰﾌﾟﾚｽN錠｢ｲｾｲ｣ ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg ｲｾｲ 末梢循環障害治療剤 9501中止 91ｺｰﾄﾞ化
IC IC-420 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｳﾙｿﾆﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ｲｾｲ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙｿﾆﾝ錠)

IC IC-421 裸錠 白 有 ｴﾘﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｲｾｲ 酵素製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘﾁｰﾑ)

IC IC-422:VK5 糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠5 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｲｾｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 98ﾋｰﾄ表変更
IC IC-423 MU 糖衣錠 黄 無 ﾑｺﾀｲﾄ錠｢ｲｾｲ｣ 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg ｲｾｲ 去痰剤 9409中止 93ｺｰﾄﾞ追加

(SP->PTP)
IC IC-424 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶 無 ﾌﾟﾛﾌｨﾙ錠｢ｲｾｲ｣ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｲｾｲ 肝機能障害改善剤 9502中止 93ｺｰﾄﾞ化(SP-

>PTP)
IC IC 425 IC-425 裸錠 白 有 ｱﾙｼﾞｵｷｻ錠100mg｢ｲｾｲ｣ ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg ｲｾｲ 消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾙｼﾞｵｷｻ錠｢
ｲｾｲ｣)

IC IC-426 10 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠10｢ｲｾｲ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｲｾｲ 消炎酵素剤 9502中止 93ｺｰﾄﾞ追加
IC IC-427 EH 裸錠 白 有 ｻｲﾊﾞﾈｰﾙ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ｲｾｲ 循環増強剤 0602中止 93ｺｰﾄﾞ追加

(SP->PTP)
IC IC-429 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾌｧｰﾄﾞ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｲｾｲ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾟﾙﾌｧｰﾄﾞ錠｢ｲ
ｾｲ｣)

IC IC-430 裸錠 黄 無 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ錠30mg｢ｲｾｲ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg ｲｾｲ ｶﾘｳﾑ保留性･利尿降圧
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ錠｢
ｲｾｲ｣)

IC IC-431 裸錠 白 無 ﾅｰﾚｽﾄ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg ｲｾｲ 鎮痙剤 9502中止 93ｺｰﾄﾞ化(SP-
>PTP)
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IC IC 432 IC-432 裸錠 白 有 ｹﾄﾌﾞﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｲｾｲ 高尿酸血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾄﾌﾞﾝA) 05頃
本体ｺｰﾄﾞ追加

IC 耳:IC-433 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾛﾅﾊﾞｿﾝ 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ｲｾｲ 虚血性心疾患治療剤 96中止 93ｺｰﾄﾞ化(SP-
>PTP)

IC IC-434 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲｶﾙｽE錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ｲｾｲ 抗悪性腫瘍剤 中止 940708収載
IC IC-435:AGL25 糖衣錠 橙赤 無 ｱｼﾞﾘｰｽD ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｲｾｲ 冠血管拡張剤 0001中止 9703ﾋｰﾄ表変
IC IC-436:PAE 裸錠 白 無 ﾊﾟﾝｴﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ｲｾｲ 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾝｴﾙｺﾞｯﾄ)

IC IC-440 裸錠 黄～橙黄 有 ﾄﾘﾃﾞﾐﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｲｾｲ 代謝性強心剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘﾃﾞﾐﾝ)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

IC IC-442 裸錠 黄～橙黄 有 ﾊﾞｲﾗﾌﾞ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｲｾｲ 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｲﾗﾌﾞ)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

IC IC-443 AMT:IC-443 裸錠 白 有 ｱﾄﾐﾗｰﾄ錠200mg ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ｲｾｲ 脂質代謝･末梢血行改善
剤

0812商品名変更(前:ｱﾄﾐ
ﾗｰﾄ)

IC BEL:IC-450 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾙｸﾞﾌｫﾙﾑ 塩酸ｶﾙﾎﾞｸﾛﾒﾝ 75mg ｲｾｲ 虚血性心疾患治療剤 9306中止
IC IC-458 糖衣錠 白 無 ﾃﾞｱﾉｻｰﾙ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ｲｾｲ めまい･平衡障害治療剤 0612中止 0201ﾋｰﾄ裏商

品名記載他
IC IC 460 IC-460 200mg 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ｲｾ ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg ｲｾｲ 解熱鎮痛剤 1005中止 050708収載
IC IC-465 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻｰﾙ錠10mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg ｲｾｲ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾟﾙｻｰﾙ10)
0203ﾋｰﾄ変更

IC IC-466:20 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻｰﾙ錠20mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg ｲｾｲ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻｰﾙ20)

IC IC-470 糖衣錠 紅 無 ATP錠｢ｲｾｲ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg ｲｾｲ 代謝性製剤 0707中止
IC IC-471 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg｢ｲｾｲ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg ｲｾｲ･岩城製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤
IC 60:IC-472 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾃﾞﾙﾓﾘﾁﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg ｲｾｲ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9306中止
IC IC-473 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾃﾞﾙﾓﾘﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ｲｾｲ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9802ﾋｰﾄ表変更
IC IC-480 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ錠100｢ｲｾｲ｣ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg ｲｾｲ 筋弛緩剤 9610中止
IC IC-483 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾝｶｰﾙD 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ｲｾｲ 抗痙縮剤 04頃中止
IC IC-484 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 0512商品名変更(前:ﾎﾞｲ

ﾀﾞﾝD) 0305ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
IC IC-485 BOD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾎﾞｲﾀﾞﾝ 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ｲｾｲ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤・

精神活動改善剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

旧ｺｰﾄﾞ，0512商品名変更
(新:ﾎﾞｲﾀﾞﾝ錠50mg)に伴い

IC IC-490 DOP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕｰﾌﾟﾚｽﾄﾞﾊﾟ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0806商品名変更(前:ﾕｰﾌﾟ
ﾚｽﾄﾞﾊﾟ)

IC NAG-D:IC-496 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｷﾞﾌｪﾝD ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
IC IC-499 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 紅 無 ATP錠30mg｢ｲｾｲ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg ｲｾｲ 代謝性製剤 0702中止
IC IC-501:UPN 糖衣錠 白 無 ｱｯﾌﾟﾉﾝ錠40mg ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg ｲｾｲ 鎮痛･抗炎症剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｯﾌﾟﾉﾝ錠)
IC IC-503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｲﾘﾄﾝD錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 0707中止 0304頃ﾋｰﾄｺｰ

ﾄﾞ変更
IC IC-507:40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾈﾘﾝｸﾞ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ｲｾｲ β ﾌﾞﾛｯｶｰ 1005中止 9702ﾋｰﾄ表変
IC IC-510 PEC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾙｶﾗｰﾄ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｲｾｲ 循環機能改善剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾟﾙｶﾗｰﾄ)
IC IC-511 KRN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾙﾉﾏﾁﾝ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg ｲｾｲ 抗菌性化学療法剤 0812商品名変更(前:ｶﾙﾉ

ﾏﾁﾝ)
IC IC-520 ISD20 糖衣錠 白 無 ｲｾｼﾞﾋﾟｰﾙ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｲｾｲ Ca拮抗性降圧剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｾｼﾞﾋﾟｰﾙ錠)
IC IC IC-521 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙｷｵｰﾈ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｲｾｲ H2受容体拮抗剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾙｷｵｰﾈ錠)
IC IC-522 1mg:ISP1mg 裸錠 淡橙 有 ｲｾﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0710中止 900713収載
IC IC-523:KIR 裸錠 白～淡黄 有 ｷﾗﾝｶﾞ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg ｲｾｲ 尿酸排泄薬 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｷﾗﾝｶﾞ錠)
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IC IC-524 裸錠 白～微黄 無 ｵﾊﾞﾐｿﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ｲｾｲ 前立腺肥大･前立腺癌治
療剤

9501中止 900713収載

IC IC-525 2mg:INT2mg 裸錠 白 有 ｲﾉｵﾀｰ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ｲｾｲ 脳･末梢血流障害改善剤 0705中止 舌下錠
IC IC 526 IC-526 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢ｲｾｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｲｾｲ H2受容体拮抗剤 050708収載
IC IC 527 IC-527 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢ｲｾｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｲｾｲ H2受容体拮抗剤 050708収載
IC IC 531:2.5 IC-531 2.5mg 2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｲｾｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｲｾｲ･ｶｲｹﾞﾝ 高血圧症･狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
080704収載

IC IC 532:5 IC-532 5mg 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｲｾｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｲｾｲ･ｶｲｹﾞﾝ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

IC IC 535 IC-535 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾛｷﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｲｾｲ 広範囲経口抗菌製剤 060707収載 1101製造販
売元変更(前:ﾊｲｿﾞﾝ製薬)

IC IC 550 IC-550 100mg:IC-550
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｲｾ
ｲ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ｲｾｲ･ｶｲｹﾞﾝ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

IC IC-601 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/淡黄 ｻﾆｱｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｲｾｲ 健胃消化剤 90中止
IC IC-602 SNP IC-602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/淡黄透

明
ｻﾆｱｰｾﾞPｶﾌﾟｾﾙ ｲｾｲ 複合消化酵素製剤 900713収載

IC IC-603 HSG IC-603:HSG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌｽﾁｹﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ｲｾｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0909商品名変更(前:ﾌｽﾁ
ｹﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ)

IC IC-604 IC-604 IC-604 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｺｱｿﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ｲｾｲ 深在性真菌症治療剤 0705中止 040709収載
IC IC-605 IC-605 IC-605 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾆｺｱｿﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ｲｾｲ 深在性真菌症治療剤 0705中止 040709収載
IC IC-610 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｲｶﾙｽ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ｲｾｲ 抗悪性腫瘍剤 0902中止 0211ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

記載
IC IC-613 TCR IC-613 TCR:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾄｷｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ｲｾｲ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｷｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ)

IC IC-614 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/淡黄 ｼﾌﾟﾀｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｲｾｲ 脳血流促進剤 9905中止
IC IC-617 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/濃黄 ｼﾌﾟﾀｼﾞﾝD ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ｲｾｲ 脳血流促進剤 9905中止
IC IC-618 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｴﾌﾀﾉﾝ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｲｾｲ 鎮痙剤 0706中止
IC IC-619 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ25｢ｲｾｲ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤
IC IC-620 BES IC-620 20mg:BES20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾎﾞｳｴｽｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤 0804中止
IC IC-621 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾉｲﾘﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ｲｾｲ 解熱・鎮痛・消炎剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾉｲﾘﾄｰﾙC)
IC IC-622 TR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡黄緑 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝC｢ｲｾｲ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg ｲｾｲ 利尿降圧剤 9502中止 93ｺｰﾄﾞ追加

(SP->PTP)
IC IC-626 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/淡黄 ﾄﾘﾃﾞﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg ｲｾｲ 胆道機能改善剤 0612中止
IC IC-627 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾌﾞﾝKP ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｲｾｲ 消炎鎮痛剤 0410中止
ICI 裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9306本体

ICI ICI 201:10 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載 14錠ﾋｰﾄ表に曜日
記載

ICI ICI 201:20 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

ICI ICI 201:5 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

ICI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI ICI 214:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 14錠
ﾋｰﾄ表に曜日記載

ICI ICI 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI amotril 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)
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ICI ICI 219:20 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI ICI421 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI ICI421 20D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 900601
収載

ICP 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｲｺﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 前田薬品工業-富山化学
工業

EPA製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0307迄) 980710
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

ID ID ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾙﾀﾞﾒﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾄﾞﾘﾝ 8mg 中外製薬 狭心症治療剤 9509中止
IE Tu-IE 200 Tu IE-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲｼﾒｯﾄ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 旧品名(071221迄，新品

名:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢
IE Tu-IE 200 Tu IE-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢TCK｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｼﾒｯﾄ錠)
IE Tu-IE 400 Tu IE-400:Tu IE-400

400mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢TCK｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 0911発売

IF IF 裸錠 白～帯黄白 無 ｵﾘｺｯｸ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業･三和化学
研究所

骨粗鬆症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

IF Tu 108 Tu IF-100 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀﾂﾐ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･鎮
痛･解熱剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢
ﾀﾂﾐ｣)

IF Tu IF-200 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ﾀﾂﾐ｣200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 96中止
IFB IFB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌｪﾝﾍﾞﾙ錠10 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 脳循環代謝改善剤 95中止
III ZE 111 ZE111 IT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠100 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1010中止 1001沢井製薬

中止 050708収載
IL NVR:IL NVR IL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾗｼﾞﾚｽ錠150mg ﾌﾏﾙ酸ｱﾘｽｷﾚﾝ 150mg(ｱﾘｽｷ

ﾚﾝとして)
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 直接的ﾚﾆﾝ阻害剤 090904収載

IL Tu IL-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾚｯﾄ錠｢50｣ 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9312中止
IL Tu IL-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾚｯﾄ錠｢100｣ 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9912中止
IM Tu-IM 001 Tu IM-001 1mg 裸錠 白 有 ｲﾄﾒｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
0803ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬) 071221収載(商品
名変更に伴い，前:ｲﾄﾒｯﾄ

IM IM 2 裸錠 白 無 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

IM IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

IM IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大洋薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0405ﾋｰﾄ変更 0205ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 大興
のｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲ
ﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)と本体

IM IM 4 裸錠 白 有 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

IM IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

IM IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

大興のｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲ
ﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

IM Y:IM 10 Y-IM10 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ｲﾐﾄﾞｰﾙ糖衣錠(10) 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 抗うつ剤･遺尿症治療剤 旧本体(0501迄) 0304ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ裏から表へ 0110社
名変更

177 / 404 ページ



IM Y:IM Y-IM 25mg：25mg 糖衣錠 微黄赤 無 ｲﾐﾄﾞｰﾙ糖衣錠(25) 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 抗うつ剤･遺尿症治療剤 旧本体(0503迄) 0303ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ裏から表へ 0110社
名変更

IM -NEO- ISCOTIN 裸錠 白 有 ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸
ﾅﾄﾘｳﾑ

100mg 第一三共 結核化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠)

IMTR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾞﾗﾆｯｸTRｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9703中止 96ﾋｰﾄ変更
IN IN 20 裸錠 白 無 ｱｲｽﾗｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 狭心症治療用ISMN製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0710迄)
IN ISCOTIN 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠50mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 50mg 第一製薬 結核化学療法剤 0512中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
IN 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 第一三共 結核化学療法剤

に伴い，前:第一製薬)
IN IN 100 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV100 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9511変

IN IN 100 FJIN100：100mg 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ腟錠100mg 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ

IN IN:IN114SV37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙSV37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9410中止
IN IN 300 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV300 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg 富士製薬工業 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9511変

IN IN 300 FJIN300：300mg 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ腟錠300mg 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg 富士製薬工業 抗真菌剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝ

IND IND-25 IND TP-25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝTP25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9208中止
IND IND-37.5 IND TP-37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝTP37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9203中止
INHIBACE NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

INHIBACE ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0504
販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

INHIBACE ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄) 0504
販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

INOKITEN Inokiten ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾉｷﾃﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 代謝性強心剤 1003中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｲﾉｷ
ﾃﾝ)

INOKITEN NPI 211A INOKITEN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ｲﾉｷﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 心筋代謝賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで)
INSF MM 102 MM102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾉｼｰF錠 ｲﾉｼﾝ 200mg ﾙｾﾙ森下-日本ﾍｷｽﾄﾏﾘｵ

ﾝﾙｾﾙ
白血球減尐症治療剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
INSV IN:IN114SV25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙSV25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9504中止 9205ﾋｰﾄ変更
INSV IN:IN114SV37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙSV37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9410中止
INT IC-525 2mg:INT2mg 裸錠 白 有 ｲﾉｵﾀｰ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ｲｾｲ 脳･末梢血流障害改善剤 0705中止 舌下錠
INTAL ｲﾝﾀｰﾙ INTAL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙透明/無

透明
ｲﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ外用20mg ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸ﾅﾄﾘｳﾑ(外) 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
1101販売元変更(前:ｱｽﾃ
ﾗｽ製薬) 1010製造販売
元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ製薬)

INV INV 250 裸錠 白 無 ｲﾝﾋﾞﾙｽ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 三和化学研究所 脳代謝･精神症状改善剤 8812中止
IOIKSK 101：KSK KSK101 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg「ｸﾆﾋﾛ」 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 皇漢堂製薬 H2受容体拮抗剤 101119収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠「ｸﾆ
ﾋﾛ」200mg)

IONSW MS N01
単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠50万単位｢明
治｣

ﾅｲｽﾀﾁﾝ 50万単位 明治製菓 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠明
治)

IOXSW MS X-01  MS X-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 明橙/明橙 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ

IP Tw IP Tw.IP 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲﾃｵﾊﾟﾝ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠75mg｢
ﾄｰﾜ｣) 0207本体ｺｰﾄﾞ化

IP IP:IW 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｲﾜﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 岩城製薬 EPA製剤 0201中止 980710収載
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IP Y IP1:1 Y-IP1 1mg：1mg 裸錠 白 無 ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-田辺三菱製
薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0410製造元

IP Y IP3:3 Y-IP3 3mg：3mg 裸錠 白 無 ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-田辺三菱製
薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0410製造元

IP Y IP6:6 Y-IP6 6mg：6mg 裸錠 白 無 ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-田辺三菱製
薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0410製造元

IP Tw IP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠75mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ｲﾃｵﾊﾟﾝ錠)

IP 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0107中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

IP IP114SV 糖衣錠 白 無 ｸﾙｿﾞｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9603中止
IPD IPD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾟﾛｼﾞｰﾙ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 大洋薬品工業 脳循環代謝改善剤 9010中止 薬価削除
IPF 261 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 97ﾋｰﾄ

変更 9411本体刻印
IPSILON IPSILON 裸錠 白 有 ｲﾌﾟｼﾛﾝ錠 ｲﾌﾟｼﾛﾝｱﾐﾉｶﾌﾟﾛﾝ酸 500mg 第一製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9208中止
IPSV IP114SV 糖衣錠 白 無 ｸﾙｿﾞｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9603中止
IR IR 2 IR2 2mg:IR2 裸錠 白 無 ﾄﾞﾗﾝｼﾞﾝ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
1011発売

IR IR 4 IR4 4mg:IR4 裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾝｼﾞﾝ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

1011発売

IRESSA IRESSA 250 IRESSA：250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 褐 無 ｲﾚｯｻ錠250 ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞ 250mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗悪性腫瘍剤/上皮成長
因子受容体ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ
阻害剤

020830収載 0207販売開
始

IS SI IS 裸錠 白 有 ｲｿﾓﾆｯﾄ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｻﾝﾄﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 0807中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ裏記

IS SI 裸錠 白 無 ｱﾙﾃﾙﾎﾞ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 中止(00以前) 960705収
IS SW 390 SW-390 5:5mg 糖衣錠 白 無 ｲｿｸﾘﾝ糖衣錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-IS5)削除 900713収
載

IS IS 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｽﾁﾉﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 帝三製薬 消化管運動調律剤 0010中止 920710収載
IS 裸錠 白 無 ｱｲﾛｿﾞﾝ錠 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0004中止 9812ﾋｰﾄ変更

(ｺｰﾄﾞ再記載)
IS IS200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄白 ｱｲﾛｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 200mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9306中止
IS Tu IS･250 Tu IS･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｲｼｽﾉｰﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 辰巳化学 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 96中止
ISCOTIN ISCOTIN 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠50mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 50mg 第一製薬 結核化学療法剤 0512中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
ISD IC-520 ISD20 糖衣錠 白 無 ｲｾｼﾞﾋﾟｰﾙ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｲｾｲ Ca拮抗性降圧剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｾｼﾞﾋﾟｰﾙ錠)
ISD ISD:KI-1163 糖衣錠 類黄白 無 ｲｾﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾒｸﾄ 抗めまい剤 9806中止
ISDN TSU 268 TSU268 10mg 耳:ISDN

10mg
裸錠 白 無 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠(ﾂﾙﾊﾗ) 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 鶴原製薬 血管拡張剤 10中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ追

加 9612ｺｰﾄﾞ化
ISK B ISK 裸錠 白 無 ｲｽｷｱ錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱･鎮痛･消炎剤 0011中止 940708収載
ISK β 裸錠 白 無 ｲｽｷｱ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，

150mg
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｽｷｱ錠
ISKC C 裸錠 淡橙 無 小児用ｲｽｷｱ ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱･鎮痛剤 0011中止 960705収載
ISM CG 101 ISM:CG 101 裸錠 白 有 ｲｽﾒﾘﾝ錠 硫酸ｸﾞｱﾈﾁｼﾞﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
血圧降下剤 9912中止 9810ﾋｰﾄ裏変

更(ISM削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

ISM SI IS 裸錠 白 有 ｲｿﾓﾆｯﾄ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｻﾝﾄﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 0807中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ裏記

ISN KI 1165 ISN-6:KI-1165 裸錠 白 無 ｲｾﾅﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ﾒｸﾄ めまい･平衡障害治療剤 98中止
ISN KI 1166 ISN-12:MECT KI-1166 裸錠 白 有 ｲｾﾅﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ﾒｸﾄ めまい･平衡障害治療剤 98中止
ISO SYT011：100mg 裸錠 白 無 ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ錠「三恵」 ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 三恵薬品 結核治療剤 0912中止 0503SP→PTP
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ISOMENYL KC-125 KC-125 KC-125 7.5mg:7.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿﾒﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ7.5mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 7.5mg 科研製薬 抗めまい剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾒﾆｰﾙ)
0202ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ変
更(CIM削除)

ISP IC-522 1mg:ISP1mg 裸錠 淡橙 有 ｲｾﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0710中止 900713収載
ISP MO604 MO604 裸錠 白 無 ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ錠400mg ｲﾉｼﾝﾌﾟﾗﾉﾍﾞｸｽ 400mg 持田製薬 亜急性硬化性全脳炎

(SSPE)治療薬
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ錠)

ISP ISP:KI-2110 糖衣錠 赤 無 ｲｾﾌｧﾆﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾒｸﾄ 冠循環改善剤 9805中止
ISR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃黄/無透明 ｲﾝﾒﾀﾝSR ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 8905中止
ISR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/無透明 ｲﾝﾒﾀﾝSR25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 9305中止
ISS KI 2156 ISS:MECT KI-2156 裸錠 白 有 ｲｾｽﾄﾗﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ﾒｸﾄ 降圧利尿剤 9207中止
IST IST-100:KI-3994 糖衣錠 白 無 ｲｾﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ﾒｸﾄ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 中止
ISZ KI 3953 ISZ-30:KI-3953 裸錠 白 有 ｲｾﾁｰﾑ30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾒｸﾄ 消炎酵素剤 中止
IT Tu IT-25 Tu IT-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾘﾅﾄﾛﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・抗炎症

剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾘﾅﾄﾛﾝ錠)
0608本体ｺｰﾄﾞ追加

IT IT 30 IT 30mg:30mg 裸錠 白 有 ｲﾜﾄﾐﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 岩城製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｲﾜﾄﾐ
ﾄﾞ錠)

IT ZE 110 ZE110 IT50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1012中止 1001沢井製薬
中止 050708収載

IT SW-097 SW-IT 裸錠 白 有 ｲﾀｻﾘﾐﾝ 沢井製薬 解熱鎮痛剤 89中止
IT IT100 糖衣錠 淡褐 無 ｱｲﾛﾀｲｼﾝ錠(100mg) ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0011中止 98ﾋｰﾄ記号削
IT ZE 111 ZE111 IT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠100 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1010中止 1001沢井製薬

中止 050708収載
IT IT200 糖衣錠 淡褐 無 ｱｲﾛﾀｲｼﾝ錠(200mg) ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0011中止 98ﾋｰﾄ記号削
ITD SW ITD50:50 SW-ITD50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬 消化管運動賦活剤 080704収載

ITO 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 940527
収載

ITO 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9610まで) 940527
収載

ITOROL 裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 9807ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

ITOROL 裸錠 白 有 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 0101割線入 9807ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

IU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 9905中止 9708本体，ﾋｰﾄ
変更

IU PCT 25IU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾊﾟﾝｸﾛｼﾞｽﾄ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 同仁医薬化工-ｴｽｴｽ製 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ製剤 9508中止
IU PCD 25:PCD 25IU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ﾊﾟﾝｸﾛｼﾞｽﾄ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 同仁医薬化工-東京田辺

製薬
循環障害改善剤 9805中止

IU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 0801ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

IW IW 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱﾃｵﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 岩城製薬 高脂血症･動脈硬化改善
剤

9303中止

IW IT 30 IT 30mg:30mg 裸錠 白 有 ｲﾜﾄﾐﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 岩城製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｲﾜﾄﾐ
ﾄﾞ錠)

IW IP:IW 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｲﾜﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 岩城製薬 EPA製剤 0201中止 980710収載

IW IW MS IW 耳:IWAMIX-S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｲﾜﾐｯｸｽS錠 岩城製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9401中止
IW IW MX IW 耳:IWAMIX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｲﾜﾐｯｸｽ錠 岩城製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9212中止
IW OF 50mg：50mg 裸錠 白 有 ｵﾘﾌｪﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 岩城製薬 排卵誘発剤 0707中止 0409ﾋｰﾄ変更
IW KT:IW 裸錠 白 有 ｶﾄﾚｯｸｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 岩城製薬 利尿降圧剤 0305中止 91ｺｰﾄﾞ化
IW CD CD:IW 裸錠 薄橙 無 ｺﾌﾃﾞﾆﾝA錠 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 20mg 岩城製薬 鎮咳去痰剤 旧ﾋｰﾄ(01迄)
IW CF:IW 糖衣錠 橙 無 ｺﾌﾃﾞﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 岩城製薬 非麻薬性鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄)
IW CT:IW 裸錠 白 無 ｺﾝﾀﾉｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 岩城製薬 気道粘液溶解剤 9810中止 9112変更
IW S SM:IW 裸錠 白 無 ｼﾒﾁｺﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 50mg 岩城製薬 胃腸内ｶﾞｽ除去剤 03頃中止 9303変更
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IW SL 7.5 SL7.5 7.5mg:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾝﾗｯｸ錠7.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 7.5mg 岩城製薬 緩下剤 04頃ﾋｰﾄ裏変更，IW削除
980710収載

IW IW 耳:SS 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾚｽ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 岩城製薬 中枢性筋弛緩剤 9711中止
IW ST 2mg:2mg ﾄﾛｰﾁ 白 有 ｽﾌﾟﾛｰﾙﾄﾛｰﾁ2mg 塩化ｾﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ

(外)
2mg 岩城製薬 口腔殺菌消毒剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾌﾟﾛｰﾙﾄﾛｰﾁ)
0510剤形変更(平型へ)，
ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表銀→青)

IW TL TL:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾗﾝﾎﾟｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 岩城製薬 消炎鎮痛剤 9811中止 9103変更
IW NC NC 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙｺｼﾞﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 岩城製薬 広範囲経口抗菌剤 0510中止 0501ﾋｰﾄ変更，

裏IW削除等
IW PD:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾝｼﾞｰﾙ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 岩城製薬 循環機能改善剤 9903中止 9201変更
IW F FM:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌｪｰﾏｽ錠 乾燥硫酸鉄 320mg 岩城製薬 鉄剤 旧ﾋｰﾄ(0001迄) 9103変更
IW RS:IW 裸錠 薄橙 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｲﾜｷ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 岩城製薬 高血圧治療剤 9908中止 9202変更
IW RZ 1 RZ1 1mg:IW 裸錠 白 無 ﾚｽﾄｼﾞｰﾙ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 岩城製薬 持続性心身安定剤 03頃中止 980710収載
IW AZ:1 AZ 1mg:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ錠｢ｲﾜｷ｣

1mg
塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 岩城製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1003中止 970314承認

9707頃販売
IW MT:0.5 MT0.5 0.5mg:IW MT0.5 裸錠 白 有 ﾒﾄﾗｾﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 岩城製薬 高血圧治療剤 9811中止 900713収載
IW IW 01 TB 125mg:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾋﾞｰﾅ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
岩城製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

IW MT:1 MT1 1mg:IW MT1 裸錠 橙 有 ﾒﾄﾗｾﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 岩城製薬 高血圧治療剤 9811中止 900713収載
IW IW 02 CT5 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｲﾜ

ｷ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 岩城製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

IW SL SL2.5:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾗｯｸ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 岩城製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで)，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
900713収載

IW IW 03 CT10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｲ
ﾜｷ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 岩城製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

IW ＩＷ 04 LV IWAKI 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｲﾜ
ｷ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

岩城製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

IW P10 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ｲﾜｷ｣
10mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 岩城製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0511中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
裏IW削除等 9111変更

IW L10 10mg:IW 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｲﾜｷ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 岩城製薬 消炎酵素剤 9202変更
IW IW 14:2.5 AM2.5 IWAKI:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｲﾜｷ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
岩城製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

IW IW 15:5 AM5 IWAKI:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｲﾜｷ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

岩城製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

IW U25 U25:IW 裸錠 白 有 ｳｶﾞｽﾄﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 岩城製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9908中止 900713収載
IW P30 30mg:IW 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ｲﾜｷ｣

30mg
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 岩城製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0207中止 9111変更

IW IW 250 IW 耳:C250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｲﾜﾚｷｼﾝ錠250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 岩城製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 96中止
IWAKI IW 14:2.5 AM2.5 IWAKI:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｲﾜｷ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
岩城製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

IWAKI IW 15:5 AM5 IWAKI:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｲﾜｷ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

岩城製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

IWAKI ＩＷ 04 LV IWAKI 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｲﾜ
ｷ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

岩城製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

IWAKILV ＩＷ 04 LV IWAKI 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｲﾜ
ｷ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

岩城製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

IWAMIX IW MX IW 耳:IWAMIX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｲﾜﾐｯｸｽ錠 岩城製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9212中止
IWAMIXS IW MS IW 耳:IWAMIX-S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｲﾜﾐｯｸｽS錠 岩城製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9401中止
IWFL FL:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 岩城製薬 頻尿治療剤 0207中止
IWL L30 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｲﾜｷ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 岩城製薬 消炎酵素剤 9202変更
IWMS IW MS IW 耳:IWAMIX-S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｲﾜﾐｯｸｽS錠 岩城製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9401中止
IWMX IW MX IW 耳:IWAMIX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｲﾜﾐｯｸｽ錠 岩城製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9212中止
IX IX100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｲｿｷｻｰﾙ錠100 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾘｿｷｻｰﾙ 100mg 塩野義製薬 消炎鎮痛剤 9204中止
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IZN NZ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

J JG J01:100 JG J01 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
JG｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

J JZ HT2J ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｬｽﾄﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

堀田薬品合成 血管代謝改善剤 9206中止

J GC:J3 GC4930:GC4930 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾄﾞﾘｱﾐﾝ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ
ﾝ錯化合物

5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 胃潰瘍治療剤 0203中止 98ﾋｰﾄ表変更

緑)
J JG J08 JG J08:500 裸錠 茶褐 無 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠

500mg｢JG｣
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 潰瘍性大腸炎治療剤 101119収載

J 5 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾏﾙｺ製薬 広域精神身体平衡剤 9510中止
J 糖衣錠 橙 無 ｴﾌﾄﾛﾝ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 大腸機能異常治療剤 0606中止
J RU:013 J RU 013J 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾓﾀﾞﾝR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 徐放性不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801

販売元変更(前:中外製
薬) 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰ
ﾄﾞ追加等

J ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾙﾃｯﾌﾟ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 心・腎疾患治療剤 0606頃中止 0307本体刻
印追加，ﾋｰﾄ裏商品名記
載等

J FN 21J FN21J ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

J MD 21J MD 21J 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 脳循環代謝改善剤 01ﾋｰﾄ表20mg追加 9702
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

J ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾁﾘﾝ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 H2受容体拮抗剤 0604頃中止 0301ﾋｰﾄ変
更 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

J 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊﾛｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

J NVR:J 125 125mg:NVR J 125 125mg 裸錠 白～微黄白 無 ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠125mg ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 125mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鉄ｷﾚｰﾄ剤 080613収載
J NVR:J 500 500mg:NVR J 500 500mg 裸錠 白～微黄白 無 ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠500mg ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 500mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鉄ｷﾚｰﾄ剤 080613収載
JA CH 09 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾙﾅｰﾄ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
JA Sc 303 Sc303 JA15:15mg 糖衣錠 白 無 ｾﾞｵｴｰｽ錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
JA Sc301 JA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾞｵｴｰｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 9409中止
JANSSEN Me 100:JANSSEN 裸錠 淡橙 有 ﾒﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ﾒﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 100mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 駆虫剤 0201製造元社名変更

0005ﾋｰﾄ変更
JAXONIN SD215 JAXONIN10 裸錠 白 有 ｼﾞｬｸｿﾆﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 昭和薬品化工 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9104中止

JB CH 10 糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾙﾅｰﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
JB JB 601 BZT1.25 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠ﾌﾞﾘｽﾄﾙ1.25 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 利尿降圧剤 9403中止
JB JB 602 BZT2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
JB JB 602 JB602 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙ製薬 利尿降圧剤 0108中止 9709ﾋｰﾄ裏変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
JCT Tw JCT Tw.JCT 裸錠 淡褐 無 ｼﾞｸｽﾛﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 東和薬品 合成抗菌剤 92中止
JD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ

製薬
消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾ
JD JD 01 JD01 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg「JD」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性高血圧・狭心症治

療剤
1002ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ)

JD JD 02 JD02 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠20mg「JD」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性高血圧・狭心症治
療剤

1002ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ)

JD JD 03 JD03 10mg：10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｹﾗﾓ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 H2受容体拮抗剤 0705中止 040709収載
JD JD 04 JD04 20mg：20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｹﾗﾓ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 H2受容体拮抗剤 0705中止 040709収載
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JD JD 04 JD04 20mg：20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｹﾗﾓ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 H2受容体拮抗剤 0705中止 040709収載
JD JD 07 JD07 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾍﾟｲﾄﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
て）

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 広範囲経口抗菌剤 050708収載 (97年中止の
ﾍﾟｲﾄﾝ錠100は本剤と異な
りｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ)

JD JD 10 JD10 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾍﾟｲﾄﾝ錠100 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載 (以前販売さ
れていたﾍﾟｲﾄﾝ錠100は
成分；ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ)

JD JD 010 JD-010 糖衣錠(腸溶
性)

白 無 ﾍﾓﾅｰｾﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰ
ﾙ

20000J.D.U.
，10mg

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 痔疾患<内服>治療剤 1103本体ｺｰﾄﾞ追加 堀井
薬品工業とﾋｰﾄ異なる

JD JD 010 HR205 糖衣錠(腸溶
性)

白 無 ﾍﾓﾅｰｾﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰ
ﾙ

20000J.D.U.
，10mg

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬-堀井薬品
工業

痔疾患<内服>治療剤 1109頃本体ｺｰﾄﾞ追加 ｼﾞｪ
ｲﾄﾞﾙﾌ製薬とﾋｰﾄ異なる

JD JD 13:2 JD13 2mg:2mg 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg
｢JD｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬･日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌのものは中
止 0601日医工のものは
商品名変更(新:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘ
ﾙ錠2mg｢日医工｣)，承継
に伴い

JD JD 14:4 JD14 4mg:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg
｢JD｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性組織ACE阻害剤 0604ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌのものは中
止 0601日医工のものは
商品名変更(新:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘ
ﾙ錠4mg｢日医工｣)，承継
に伴い

JD JD-022 糖衣錠(腸溶 淡緑 無 ｴﾃﾞﾏｰｾﾞ･D ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 40000単位 ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 消炎酵素剤 0409中止
JD JD 23：1 JD 23 1mg 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1mg

「JD」
ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 血圧降下剤 0711中止

JD JD-024 糖衣錠 赤 無 ｴﾃﾞﾏｰｾﾞ ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 16666単位 ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 消炎酵素剤 9709中止
JD JD 24：2 JD 24 2mg 裸錠 淡橙 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg

「JD」
ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 血圧降下剤 0711中止

JD JD-030 糖衣錠 淡赤 無 ｿﾙﾄﾞｰﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 植物性緩下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾙﾄﾞｰﾙE)

JD JD-042 糖衣錠 黄 無 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ錠50mg｢
JD｣

塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ 50mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 止瀉･整腸剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ
錠)

JD JD-064 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｽｶｰｾﾞEPｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 消化酵素剤 9709中止
JD JD-066 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｽｶｰｾﾞ錠W ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 消化酵素剤 9709中止
JD JD-070 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙﾂﾄﾞﾙ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 冠循環改善剤 9709中止
JD JD-100 糖衣錠 白 無 ｵｾﾞﾁﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 仁丹ﾄﾞﾙﾌ 自律神経調整剤 9403中止
JD JD-110 裸錠 橙黄 無 ﾁﾙﾊﾞｰﾝ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 血管強化･止血剤 9709中止

JD JD-120 裸錠 褐 無 ｾﾁﾛ配合錠 ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬･田辺三菱
製薬，東和薬品

緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾛ)

JD ＪＤ：150 ＪＤ-150：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾙﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 心臓選択性β 1遮断剤 0507中止 030501発売
JD J D:151 JD-151：5mg 裸錠 白 有 ｲﾌﾞｽﾃﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 狭心症治療剤 0507中止 0304販売
JD JD 152 JD-152 裸錠 薄桃 有 ｻﾞｸｰﾙ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性ACE阻害剤 020705収載
JD JD:154 JD-154 裸錠 薄桃 無 ｻﾞｸｰﾙ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性ACE阻害剤 0808発売
JD JD 155 JD-155 裸錠 薄桃 有 ｻﾞｸｰﾙ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬 持続性ACE阻害剤 080704収載
JD JD-392 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟｺｿﾙﾄﾞｰﾙ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 緩下剤 0104中止 940708収載
JDJD JD-JD-25 裸錠 白 無 ｼﾞﾝﾀﾞｼﾝ錠25 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 仁丹ﾄﾞﾙﾌ 脳血流促進剤 9403中止
JDJD JD-JD-50 裸錠 白 無 ｼﾞﾝﾀﾞｼﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 仁丹ﾄﾞﾙﾌ 脳血流促進剤 9403中止
JDPT JD-PT-100 糖衣錠 白 無 ﾍﾟｲﾄﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 解熱鎮痛消炎剤 9709中止 (05年収載ﾍﾟｲﾄ

ﾝ錠200は本剤と異なり塩
酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ)

JEO Sc 302 JEO5 糖衣錠 橙赤 無 ｾﾞｵｴｰｽ錠 ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 5mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 9612中止
JG 1 JG 1JG 10:10 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠10mg｢JG｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤(口腔内

崩壊錠)
070706収載

JG 2 ＪＧ 2JG 20:20 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠20mg｢JG｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤(口腔内
崩壊錠)

070706収載
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JG JG 7 JG7 2.5:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
JG｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬(口
腔内崩壊錠)

091113収載

JG JG 11 JG11 5:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬(口
腔内崩壊錠)

091113収載

JG JG 12 JG12 12.5:12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢JG｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

101119収載

JG JG 15 JG15 15:15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢JG｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

JG JG 20 JG20 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢JG｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 利尿降圧剤 1101裸錠→ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ，本
体大型化 070706収載

JG JG 25 JG25 25:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢JG｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

JG JG 31 JG31 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾅｼﾛｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

0811ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:鶴原製
薬)

JG JG 33 JG33 2.5:2.5 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

JG JG 35 JG35 250:250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢JG｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

JG JG 51:25 JG 51 25:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

JG JG 52:50 JG 52 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

JG JG 53:75 JG 53 75:75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

JG JG 56 JG 56 15:15 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(淡褐～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(口腔
内崩壊錠)

101119収載

JG JG 57 JG 57 30:30 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(淡褐～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(口腔
内崩壊錠)

101119収載

JGC JG C5 JG C5 5:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢JG｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
JGC JG C08 JG C08 25 糖衣錠 白～類白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg

｢JG｣
塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗めまい剤 101119収載

JGC JG C10 JG C10 10:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢JG｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
JGC JG C18 JG C18 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢JG｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
101119収載

JGC JG C19 JG C19 200:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg｢JG｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

JGC JG C21 JG C21 0.125:0.125 裸錠 白 無 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.125mg｢JG｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
JGC JG C22 JG C22 0.25:0.25 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢JG｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
JGC JG C23 JG C23 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢JG｣ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 101119収載
JGC JG C24 JG C24 0.25:OD 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢

JG｣
ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤(口腔内崩壊

錠)
101119収載

JGE JG E02 JG E02 2:2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg｢JG｣ ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧治療剤 070706収載
JGE JG E04 JG E04 4:4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢JG｣ ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧治療剤 070706収載
JGE JG E06:2.5 JG E06 2.5:2.5 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢

JG｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
080704収載

JGE JG E07:5 JG E07 5:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

JGE JG E08:10 JG E08 10:10 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
JG｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

JGE JG E10 JG E10 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢JG｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
JGE JG E16:2.5 JG E16 2.5:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗薬 080704収載
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JGE JG E17:5 JG E17 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢JG｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

JGE JG E21 JG E21 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢JG｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
JGE JG E22 JG E22 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢JG｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載
JGE JG E25 JG E25 40 糖衣錠 淡黄 無 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢

JG｣
塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ Ca拮抗性不整脈治療

剤，虚血性心疾患治療剤
101119収載

JGE JG E26 JG E26:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢JG｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 091113収載
JGE JG E27 JG E27:400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢JG｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 0911発売
JGE JG E28 JG E28 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ

ﾀﾁﾝとして)
大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害

剤
101119収載

JGE JG E29 JG E29 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

101119収載

JGE JG E30 JG E30 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢JG｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

101119収載

JGE JG E34 JG E34 5:5 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

JGE JG E35 JG E35 10:10 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢JG｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1011発売

JGE JG E42 JG E42 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
JG｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

JGE JG E43 JG E43 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
JG｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

JGE 15mg JGE44 JG E44 15:15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

JGE 30mg JGE45 JG E45 30:30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

JGE JG E50 JG E50 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 消化管運動賦活剤 080704収載
JGE JGE50 糖衣錠 白 無 ｾﾞｵﾙｹﾞﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 三和化学研究所 去痰剤 9707中止
JGE JG E51 JG E51 50:50 裸錠 白 無 ﾚﾌﾟﾀｰ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 肝･胆･消化機能改善剤 0908ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(前:扶桑薬品工業)
JGE JG E52 JG E52 100:100 裸錠 白 有 ﾚﾌﾟﾀｰ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 肝･胆･消化機能改善剤 0908ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(前:扶桑薬品工業)
JGE JG E53:1 JG E53 1:1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢

JG｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

JGE JG E54:2 JG E54 2:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

JGE JG E55:4 JG E55 4:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

JGEO JG E02 JG E02 2:2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg｢JG｣ ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧治療剤 070706収載
JGEO JG E04 JG E04 4:4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢JG｣ ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧治療剤 070706収載
JGES JG E53:1 JG E53 1:1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢

JG｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

JGES JG E54:2 JG E54 2:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

JGESS JG E55:4 JG E55 4:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
JG｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

JGF JG F03 300:300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｲｺﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ EPA製剤 0711発売，承継に伴い
(前田薬品工業より)

JGF ＪＧ F05:50 JG F05 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢JG｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

JGF JG F10:100 JG F10 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢JG｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

JGF JG F11 JGF11 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠
100mg｢JG｣

ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0801発売

JGF JG F12 JGF12 50mg 50:50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢JG｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗血小板剤 1011発売
JGF JG F13 JGF13 100mg 100:100 裸錠 白 有 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢JG｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗血小板剤 1011発売
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JGF JG F50 JGF50 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢JG｣ ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 071203収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾊﾟﾚｽ錠
50mg)，承継に伴い(ﾏﾙｺ
製薬より)，ｺｰﾄﾞ変更

JGF JG F56 JGF56 50:50 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢JG｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 食後過血糖改善剤 090515収載
JGF JG F57 JGF57 100:100 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢JG｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 食後過血糖改善剤 090515収載
JGF JG F77 JG F77 1:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢JG｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

JGF JG F78 JG F78 3:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢JG｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

JGG JG G01:80 JG G01 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢JG｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺癌治療剤 091113収載
JGG JG G05:5 JG G5 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢JG｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

JGG JG G10:1 0 JG G10 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢JG｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

JGJ JG J01:100 JG J01 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
JG｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

JGJ JG J08 JG J08:500 裸錠 茶褐 無 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠
500mg｢JG｣

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 潰瘍性大腸炎治療剤 101119収載

JI JI 214 裸錠 白 有 ｼﾞﾝｻｰﾙ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 帝三製薬 血圧降下剤 9707中止
JK JK 裸錠 白 無 ｵｰｿ777-21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ

ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
0.5mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ・持田製薬 低用量ﾋﾟﾙ 旧本体，ｺｰﾄﾞ(0504迄)
0302発売，第1週目の薬
剤，薬価未収載

JK JK 裸錠 淡橙 無 ｵｰｿ777-21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.75mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ・持田製薬 低用量ﾋﾟﾙ 旧本体，ｺｰﾄﾞ(0504迄)
0302発売，第2週目の薬
剤，薬価未収載

JK JK 裸錠 橙 無 ｵｰｿ777-21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ・持田製薬 低用量ﾋﾟﾙ 旧本体，ｺｰﾄﾞ(0504迄)
0302発売，第3週目の薬
剤，薬価未収載

JK JK 裸錠 橙 無 ｵｰｿM-21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-持田製薬 経口避妊剤(1～21日分) 旧ｺｰﾄﾞ(0612迄) 0302本
体ｺｰﾄﾞ変更，ﾀﾞｲﾔﾙﾊﾟｯｸ
→PTPに変更

JK 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾙｷﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 尿路感染症用抗菌剤 0602中止 00ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 980710収

JK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

JK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

JK JK 101 JK101 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 0201製造元社名変更
960614収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載

JK JK 102 JK102 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 0201製造元社名変更，
960614収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載

JK JK 103 JK103 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠3mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 030704収載
JK JK 301 JK301 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 無 ｱｾﾅﾘﾝ錠 ｼｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-協和発酵工

業
消化管運動賦活調整剤 0403薬価削除（00出荷停

止） 0201製造元社名変
更 9606ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

JK JK402 裸錠 橙 無 ｵｰｿM-21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(1～21日分) 旧ｺｰﾄﾞ（0302迄） 0201製
造元社名変更 990902販
売 990616承認
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JK JK901 JK901 50mg：50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 経口抗真菌剤 0201製造元社名変更
9608ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

JKA JK401 A 裸錠 白 無 ｵｰｿ777-28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(1～7日分) 0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

JKB JK401 B 裸錠 淡橙 無 ｵｰｿ777-28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.75mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(8～14日分) 0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

JKC JK401 C 裸錠 橙 無 ｵｰｿ777-28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(15～21日分) 0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

JKP JK401 P 裸錠 黄 無 ｵｰｿ777-28 (ﾌﾟﾗｾﾎﾞ) ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(22～28日分
ﾌﾟﾗｾﾎﾞ)

0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

JL CH 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾄﾗﾐｵﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg 長生堂製薬 脳循環･代謝改善剤 9904中止 940708収載
JM 糖衣錠(楕円 橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
JM 糖衣錠(楕円

形)
橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 9709ﾋｰﾄ

変更
JM 糖衣錠(楕円 橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
JM 糖衣錠(楕円

形)
橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9705ﾋｰﾄ

変更
JMT JMT-14 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳよく苡仁湯FCｴｷｽ

錠医療用
ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 中止

JMT JMT-27 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ四物湯FCｴｷｽ錠
医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 中止 900713収載

JMT JMT-45 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳきゅう帰膠艾湯
FCｴｷｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 中止 900713収載

JMT JMT-67 裸錠 灰褐 無 ｼﾞｭﾝｺｳ小半夏加茯苓湯
FCｴｷｽ錠医療用

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ薬品 漢方製剤 中止 900713収載

JN CH-JN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 子宮内膜症治療剤 9407中止 920710収載
JOLETHIN 耳:JOLETHIN 糖衣錠 橙 無 ﾖｳﾚﾁﾝ錠｢50｣ ﾖｳ素ﾚｼﾁﾝ 50μ g 第一薬品産業 ﾖｳ素製剤
JOLETHIN 耳:JOLETHIN 100 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾚﾁﾝ錠｢100｣ ﾖｳ素ﾚｼﾁﾝ 100μ g 第一薬品産業 ﾖｳ素製剤
JOSA SD 614 糖衣錠 橙 無 ｼﾞｮｻﾚｯﾄ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 昭和薬品化工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0606頃中止
JP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

JP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

JP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

JP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

JP JP 107 JP107 1mg:1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠1mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 070706収載

JP JP 108 JP108 2mg:2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠2mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 070706収載

JP JP 113 JP113 0.5mg:0.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠0.5mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 091113収載

JP JP302  JP302 JP302 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 止瀉剤 0811ｺｰﾄﾞ変更
JS

0.25mg 0.25
裸錠(楕円形) 白 有 ｱｻｼｵﾝ0.25mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
睡眠導入剤 1103日本ｹﾐﾌｧ中止

JTP SR 10:JTP JTP-SR10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾛﾄｰﾝ錠10mg 塩酸ｱｻﾞｾﾄﾛﾝ 10mg 日本たばこ産業-鳥居薬 5-HT3ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ(制吐剤) 0903大鵬薬品工業中止
JTPSR SR 10:JTP JTP-SR10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾛﾄｰﾝ錠10mg 塩酸ｱｻﾞｾﾄﾛﾝ 10mg 日本たばこ産業-鳥居薬 5-HT3ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ(制吐剤) 0903大鵬薬品工業中止
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JTPVRC VIRACEPT:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

薄青 無 ﾋﾞﾗｾﾌﾟﾄ錠250mg ﾒｼﾙ酸ﾈﾙﾌｨﾅﾋﾞﾙ 250mg 日本たばこ産業-中外製
薬，鳥居薬品

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾗｾﾌﾟﾄ錠)

JUNSEI JUNSEI PREDNISOLONE
5mg

裸錠 白 有 ｢純生｣ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 純生薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0502頃中止

JUNSEIPB JUNSEI PB 30 裸錠 淡赤 無 ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ錠｢純生｣ ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 30mg 純生薬品工業 催眠鎮静剤 0502頃中止
JZ JZ HT2J ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｬｽﾄﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ

ｾﾞ単位
堀田薬品合成 血管代謝改善剤 9206中止

K KN 306:2.5
OD:2.5mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
KN｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

K KN 307:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

K AKP 02 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載 あすか製薬
とﾋｰﾄ異なる

K AKP 04 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載 あすか製
薬，武田薬品とﾋｰﾄ異な
る

K MK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
MEEK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

小林化工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

K 糖衣錠 白 無 VK1糖衣錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 富山化学工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9604中止
K 裸錠 白 無 ｺﾙﾎﾟ錠 γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪

酸
250mg 藤永製薬 脳機能代謝調整剤 9503中止

K Tw 531:0.5 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠0.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
K K1 K1 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（三角

形）
白 無 ｶｲﾄﾘﾙ錠1mg 塩酸ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ 1mg（ｸﾞﾗﾆｾﾄ

ﾛﾝとして）
中外製薬 5-HT3受容体拮抗型制

吐剤
0407頃ｺｰﾄﾞ形状変更

K MS K-01  MS K-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢明
治｣

一硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 250mg 明治製菓 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ明治)

K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ安中散ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
K TSU580 5mg:5mg 糖衣錠 橙黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

K K1 h-225 裸錠 淡黄 無 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ錠｢ﾎｴｲ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9609中止
K Tw 532:1 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
K K2 K2 2mg:2mg 三角形 無 ｶｲﾄﾘﾙ錠2mg 塩酸ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ 2mg（ｸﾞﾗﾆｾﾄ

ﾛﾝとして）
中外製薬 5-HT3受容体拮抗型制

吐剤
0310ｺｰﾄﾞ，形状変更

K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

K CH-2A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾝｻﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 00中止 900713収載
K SQUIBE 裸錠 白 有 ｹﾅｺﾙﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 三共 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9209中止
K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃緑/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ茵ちん蒿湯ｴｷｽｶﾌﾟ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
K HT 5K HT5K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾄｺｴﾆﾝ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 堀田薬品合成 微小循環系賦活剤 0001中止
K HT6K HT6K 裸錠 白 無 ｼﾞﾙｺﾞﾀｰﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 堀田薬品合成 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
9503中止

K HT7K 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

淡黄橙 ﾄｺｴﾇ200ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 堀田薬品合成 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9910中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

K GC K7 GC5070 裸錠 薄橙 有 ﾄﾗﾒﾄｰﾙ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 降圧利尿剤 9906中止 9806ﾋｰﾄ表記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

K RU:009 K RU 009K 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾑ錠100mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙｶﾞﾑ錠)
0112ﾋｰﾄ100mg追加 9703
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

K HT 9K HT9K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾊﾟﾈｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 堀田薬品合成 脳循環代謝改善剤 9505中止 900713収載
K HT10K 糖衣錠 白 無 ｱｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 堀田薬品合成 Ca拮抗性降圧剤 中止
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K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘｸﾚｲﾝ錠10単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10単位 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 循環系作用酵素製剤 0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ） 010907収載
(規格表示変更)

K K 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

K 裸錠 白 無 ｲﾝﾋﾞﾙｽ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾏﾙｺ製薬 脳代謝･精神症状改善剤 8904中止
K GS:K11 GS K11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾞｫﾘﾌﾞﾘｽ錠2.5mg ｱﾝﾌﾞﾘｾﾝﾀﾝ 2.5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ｴﾝﾄﾞｾﾘﾝ受容体拮抗薬 100917収載
K K 11 K11 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
旧ｺｰﾄﾞ(1003迄) 明治製
菓とﾋｰﾄ異なる

K K 11 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ｺｰﾄﾞ(1005迄) 000707
収載 小林化工とﾋｰﾄ異な

K HT 11K HT11K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾛｰﾈ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 堀田薬品合成 脳循環代謝改善剤 9810中止 920710収載
K KJ:50 HT12K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶﾘｼﾞｬｽﾄ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 堀田薬品合成 循環障害改善剤 旧ﾃﾞｰﾀ 0003承継(陽進堂

へ) 9911中止 920710収
K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼｰﾀｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0809中止 0306ﾋｰﾄ変更

0101販売 00承継(堀田薬
品合成より)

K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

K K 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)  990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

K C 21K 0.125:C-21K 0.125 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.125mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 中外製薬 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体 020705収載
K 裸錠 白 無 ﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症治療剤 9506中止
K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾚｻﾞﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg ﾏﾙｺ製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9710中止 920710収載
K K 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
K K 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾘﾝﾀﾞﾛﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 循環障害改善剤 9901中止 010907収載(規

格表示変更) 940708収載
K K 50 KMN50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｸﾒﾅﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 ｴﾑｴﾌ 循環障害改善剤 99中止 9603社名変更

940708収載
K K 50 CLR 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 940708収

載
K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗｼﾞｪﾝ錠5mg 塩酸ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 5mg キッセイ薬品工業 口腔乾燥症状改善薬 050916収載
K SYT072 K SYT072 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｹｲﾗｰｾﾞT錠 滋賀県製薬-三恵薬品 消化酵素剤 9304薬価削除，中止
K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ

ｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

K 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9510販売

K RU 203K:1 1 RU 203K：1mg 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本新薬 ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0903頃迄) 0712
承継(ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽより)

K K 腸溶錠 白 無 ｶﾘｸﾛﾓﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日医工 循環障害改善剤 0112ﾋｰﾄ変更
K TJN 283:SPR 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 持続性気管支拡張剤･腹

圧性尿失禁治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠)

K KW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
K.C.L. 耳:K.C.L.腸溶錠 糖衣錠 橙黄 無 K.C.L.腸溶錠 塩化ｶﾘｳﾑ 250mg 丸石製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 0407中止（PTPは0404中

止) 9710PTP包装変更
K.N K.N:515 KN 515 裸錠(小判型) 黄～淡褐黄 無 ﾗｸﾄﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 小林化工 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9509中止
KA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
黄 無 ｶﾚﾄﾗ配合錠 ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ，ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 200mg，

50mg
ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾚﾄﾗ錠)
KA SW 338 SW-338 10:10mg 裸錠 橙黄 有 ｶｲﾄﾛﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 沢井製薬 代謝性強心剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｶｲﾄﾛﾝT10)
0001本体刻印追加 98ﾋｰ
ﾄ裏記号(T10 SW-KA)削

KA CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝﾄﾐﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 長生堂製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 9302本体ｺｰﾄﾞ
化 920710収載
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KA CIBA:KA CIBA KA FORLT 裸錠 淡橙 無 ﾌｫﾘｽﾀﾙﾛﾝﾀﾌﾞ ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾞﾒﾁﾝﾃﾞﾝ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9201中止
KA WELLCOME K7A WELLCOME K7A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｲﾑﾗﾝ錠 ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(0507迄) 9910剤

型変更(前:裸錠) 9712ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KAC 裸錠 白 無 ｱｾﾉｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9012中止

KAI KAI10 糖衣錠 白 無 ｶｲﾁｰﾙ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 三和化学研究所 鎮痙剤 9512中止
KAL KAL10:10mg 裸錠 白 有 ｶﾘｱﾝﾄ錠10 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 全星薬品工業 冠動脈拡張剤 0602中止 0308ﾋｰﾄ変更

0112SP→PTP，ﾋｰﾄ
KAL10追加 9910ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

KAPV K-APV 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

灰白～淡黄 ﾌﾟﾛｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙ 150mg ｷｯｾｲ薬品工業 HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤 0509中止 990910収載

KASR KATP  KATP KASR:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄSRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

徐放性虚血性心疾患治
療剤

旧本体ｺｰﾄﾞ(0811迄)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ｶﾘｱﾝﾄTPｶﾌﾟｾﾙ)，ﾋｰﾄ

KASR ZE10  ZE10 KASR:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄSRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

徐放性虚血性心疾患治
療剤

0811本体ｺｰﾄﾞ変更

KAT 裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀSF錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾗﾝﾀ-SF錠)

KATP KATP  KATP KASR:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄSRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

徐放性虚血性心疾患治
療剤

旧本体ｺｰﾄﾞ(0811迄)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ｶﾘｱﾝﾄTPｶﾌﾟｾﾙ)，ﾋｰﾄ

KATP KATP KATP:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄTPｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業･ﾒﾙｸ製薬 徐放性虚血性心疾患治
療剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ｶﾘｱﾝﾄ
SRｶﾌﾟｾﾙ20mg)，旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0607販売会社社名
変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ) 0212

KB SW-KB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｶｲﾎﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 沢井製薬 鎮咳剤 89中止
KB KB 裸錠 淡黄 有 ｽﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｶﾈﾎﾞｳ薬品 利尿剤 9703中止 9503製造元変

更 ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ発売は記
号無し

KB KB:0.75 裸錠 白 有 ﾍﾟﾙｾｽ(0.75mg錠) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg ｲｾｲ 精神障害治療剤 0202中止
KB KB:1.5 裸錠 白 有 ﾍﾟﾙｾｽ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ｲｾｲ 精神障害治療剤 0108中止
KB KB:3.0 裸錠 白 有 ﾍﾟﾙｾｽ(3mg錠) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ｲｾｲ 精神障害治療剤 0202中止
KB KB 11N100 裸錠 白 無 ﾉﾌﾞｹﾞﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 解熱･鎮痛･消炎剤 9807中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KB SW-111:SW-KB 糖衣錠 緑 無 ｶｲﾎﾞｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 沢井製薬 鎮咳剤 9301中止
KB KB 耳:KB-200 裸錠 白 無 ﾌｪﾝﾀｰﾙ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗悪性腫瘍剤 0101中止
KB KB 12O50 γ Z50 耳:γ -OZ50 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止
KBA KB A25 KB A25 裸錠 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠25 ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(0102まで) 990219
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

KBA KB A50 KB A50 裸錠 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠50 ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0102迄) 990219
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

KBC KBC 203 裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｴﾑｴﾌ 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 9603社
名変更

KBCD KB CD2 CD2 裸錠 白 有 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗不安剤 0201中止 97ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBCD KB CD5 CD5 裸錠 黄 有 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 抗不安剤 9807中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBCN KB CN CN 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾅﾐﾄﾞ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 血管強化･止血剤 9801中止 9708ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ
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KBD KB D10 DC10 裸錠 黄～橙黄 有 ﾃﾞｶｽ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 強心剤 9812中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBDA KB DA-1 DA-1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0107迄) 9609ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収

KBDA KB DA-2 DA-2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0105迄) 9609ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収

KBE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾝﾀ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｷｯｾｲ薬品工業 高血圧症治療剤 0308中止 02ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再

BE)削除，表裏品名商品
KBH KB H200 HS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(0105迄) 97ﾋｰﾄ裏

記号削除，商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

KBHA KB HA HA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝA 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 97ﾋｰﾄ裏
記号削除，商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

KBHPR KB HP-R HP-R 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾋﾟﾆﾝ-Rｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(0106迄) 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBHS KB HS HS100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠100 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ 97ﾋｰﾄ裏記号削
除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBKN KN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/黄 ｸﾛﾅﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 膵･胆道系鎮痙剤 9807中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBMM MM:KB MM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾒﾀﾏｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9612中止
KBN KB 11N100 裸錠 白 無 ﾉﾌﾞｹﾞﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 解熱･鎮痛･消炎剤 9807中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KBO KB O15 γ Z15 耳:γ -OZ15mg 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠(15mg) ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載
KBPL PL:KB PL 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ錠4mg｢ｶﾈﾎﾞ ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 精神神経用剤 9311中止 8804ｼｰﾄ変更
KBPR KB PR PR 裸錠 白 無 ﾎﾟﾙﾗｷｼﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 骨格筋弛緩剤 9812中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KBR KB R2 R 2 裸錠 白 無 ﾚｽﾀｽ錠 ﾌﾙﾄﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 持続性心身安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(0106迄)
KBR KB 21R25 裸錠 白 無 ﾛｲﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 脳血流促進剤 9905中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KBR KB 21R50 裸錠 白 無 ﾛｲﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 脳血流促進剤 9905中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KBR KB R25 R25 裸錠 ｸﾘｰﾑ 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.25｢ｶﾈﾎﾞｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 血圧降下剤 9804中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KBR KB R50 R50 裸錠 橙 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.5｢ｶﾈﾎﾞｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 血圧降下剤 9804中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KBRFP KB RFP RFP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｶﾈﾎﾞｳ｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 01頃中止 9701ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KBRL KB:RL 25 RL25:KB RL25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ うつ病･うつ状態治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 910823

収載
KBRL KB:RL 50 RL50:KB RL50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ うつ病･うつ状態治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0105迄) 910823

収載
KBS KB-S1 KB-S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 0008ﾋｰﾄ

KBS KB-S2 KB-S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤 削除 9612ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
KBSP KB SP 5 SP5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄｶﾌﾟｾﾙ5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ固

溶体
0011中止 9612ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBSP KB SP 10 SP10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ固
溶体

0011中止 9612ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBSPR KB SP-R10 SP-R 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持
効性製剤

旧ｺｰﾄﾞ 9612ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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KBSPR KB SP-R20 SP-R20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持
効性製剤

旧ｺｰﾄﾞ 9612ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBT KB T2 T2 裸錠 白 有 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ錠｢ｵﾙ
ｶﾞﾉﾝ｣

塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0107まで) 0010商
品名変更(旧:塩酸～｢ｶﾈ
ﾎﾞｳ｣)

KBT KBT100 DOJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ｹﾄﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ｢ﾄﾞｰｼﾞﾝ｣ ｹﾄﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ 100mg 同仁医薬化工 消炎鎮痛剤 中止
KBT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 高脂血症治療剤 0204ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

KBT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 高脂血症治療剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠）

KBTE KB TE5 裸錠 白 有 ﾃﾗﾅｽ錠5 塩酸ﾛﾒﾘｼﾞﾝ 5mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 片頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ 990507収載 ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBTN TN 糖衣錠 白 無 ﾀｷﾒﾄﾘﾝM錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 子宮収縮止血剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除 商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBTT KB TT1 TT10 裸錠 白 無 ﾃﾗﾁｰﾑL10 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

9807中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBTT KB TT3 TT30 裸錠 白 無 ﾃﾗﾁｰﾑL30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBTT KB TT9 TT90 裸錠 白 有 ﾃﾗﾁｰﾑL90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KBV KB V250 VC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾗｼﾘﾝ錠 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 経口用合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0207迄) 97
ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名

KC Tu-KC 001 Tu KC-001 裸錠 淡橙 有 ｶﾁﾚｯﾄ錠 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 辰巳化学 血圧降下剤 0802中止
KC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ安中散ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
KC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ

ｽｶﾌﾟｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

KC KC 03 KC03 25μ g：25μ g 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾝｺﾘﾝ錠25 塩酸ﾏﾌﾞﾃﾛｰﾙ 25μ g 科研製薬 持続性気管支拡張剤 1003中止 9707ﾋｰﾄ変更
(TBRN25削除)

KC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃緑/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ茵ちん蒿湯ｴｷｽｶﾌﾟ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
KC KC 11 KC11 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg 科研製薬 結核化学療法剤 9707ﾋｰﾄ変更(TEB250削

除)
KC KC 12 KC12 125mg：125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾌﾞﾄｰﾙ125mg錠 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg 科研製薬 結核化学療法剤 9709ﾋｰﾄ変更(TEB125削

除)
KC KC 13 KC13 50μ g：50μ g 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾝｺﾘﾝ錠50 塩酸ﾏﾌﾞﾃﾛｰﾙ 50μ g 科研製薬 持続性気管支拡張剤 1003中止 050610収載(品

名変更に伴い 前：ﾌﾞﾛﾝｺﾘ
ﾝ錠）

KC KC 14 TAK KC-14 裸錠 白 無 ｱﾐﾉｷｻﾝ錠250 γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 科研製薬 脳代謝機能改善剤 9703中止

KC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

KC KC 16 KC16 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾈｼｯﾄﾞ錠250mg ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ 250mg 科研製薬 痛風治療剤 0712商品名変更(前:ﾍﾞﾈ
ｼｯﾄﾞ錠) 9707ﾋｰﾄ変更(TB
削除)

KC KC 21 TRB KC-21 裸錠 白 有 ﾛﾋﾞﾅｰﾙ錠 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg 科研製薬 消化性潰瘍治療剤 9908中止
KC KC 22 KC22 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙｰｻｰ 塩酸ﾌﾞﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 科研製薬 β 受容体遮断性狭心症

治療剤
0305中止 98ﾋｰﾄ変更
(TLS10削除)

KC KC 26 KC26 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾌﾟﾛﾐﾄﾞ錠200mg ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾐﾄﾞ 200mg 科研製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾐﾄﾞ錠)
0205ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9706ﾋｰﾄ変更

KC KC 27 TLS20 KC-27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｰｻｰ･20 塩酸ﾌﾞﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 科研製薬 β 受容体遮断性狭心症
治療剤

9707中止

KC KC 28 KC28 18000:18000 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性)

白～灰白 無 ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･P錠18000 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 科研製薬 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･PD
錠)

KC KC 29 TPGE KC-29 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2錠｢科 ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ 0.5mg 科研製薬 陣痛誘発･促進剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄)
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KC KC 29 KC-29 0.5mg：0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2錠0.5mg
｢科研｣

ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ 0.5mg 科研製薬・富士製薬工業 陣痛誘発･促進剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ
E2錠｢科研｣) 0206ﾋｰﾄ変

KC KC 30 KC30 75mg:75mg 糖衣錠 桃 無 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ錠75 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 75mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 0303中止 0206ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9706ﾋｰﾄ変更

KC KC 31 KC31 25mg:25mg 糖衣錠 淡桃 無 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ錠25 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 25mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 0206ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9703ﾋｰﾄ変

KC KC 32 KC32 20μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｻｲﾘﾝ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 科研製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

0112ﾋｰﾄ変更，商品名記
載 9703ﾋｰﾄ変更(TPC20

KC KC33:KC33 糖衣錠(楕円
形)

茶褐 無 ﾌﾟﾛﾍﾊﾟｰﾙ配合錠 科研製薬 肝臓加水分解物製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾍﾊﾟｰﾙ錠)

KC KC34 裸錠 白又は類白 無 ｺﾝﾄﾞﾛﾝS錠 ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 400mg 科研製薬 ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸製剤 0009中止 9703変更
KC KC 40:1 KC40 1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢科研｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

KC KC 41:3 KC41 3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢科研｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KC KC 51 KC51 60μ g:60μ g 裸錠(徐放性) 白～黄みの
白

無 ﾍﾞﾗｻｽLA錠60μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 60μ g 科研製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ（PGI2)
誘導体徐放性製剤

071214収載

KC KC 52 KC52 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢科
研｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

KC KC 53 KC53 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
科研｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

KC KC 55 KC55 50mg:50mg 裸錠 白～灰白 無 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50mg｢科 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 科研製薬 経口抗真菌剤 080704収載
KC KC 71 KC71 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢科研｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
080704収載

KC KC 72 KC72 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢科研｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

080704収載

KC KC 75 KC75 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢科研｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

KC KC 76 KC76 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢科研｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

KC KC 77 KC77 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢科研｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

KC KC 78 KC78 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢科
研｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

KC KC 80 KC80 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢科研｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

KC KC 81 KC81 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢科研｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾀﾞｲﾄ-科研製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

KC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

KC KC-100 CYK500 KC-100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾕｰｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 科研製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9701中止
KC KC-102 CYK250 KC-102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾕｰｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 科研製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9701中止
KC KC-115  KC-115 KC-115：KC-115 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｲｿﾊﾟｰﾙ･P配合ｶﾌﾟｾﾙ dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰ

ﾙ，ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ
10mg，ﾁﾛｼﾞﾝ
5000単位

科研製薬 持続性気管支拡張･粘液
溶解剤

100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾊﾟｰﾙ･Pｶﾌﾟ
ｾﾙ)

KC KC-125 KC-125 KC-125 7.5mg:7.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿﾒﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ7.5mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 7.5mg 科研製薬 抗めまい剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾒﾆｰﾙ)
0202ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ変
更(CIM削除)

KC KC153 KC-153 45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･淡緑
帯3本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ45 ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 45mg 科研製薬 排尿障害改善剤･降圧剤 9812中止 9509ﾋｰﾄ変更

KC KC154 KC154 30mg:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･茶帯2
本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 30mg 科研製薬･三和化学研究
所

排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ30)

KC KC155 KC155 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･青帯1
本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 15mg 科研製薬･三和化学研究
所

排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ15)

KC KC 236 TIC100 KC-236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｿｶﾙﾑ錠100mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 科研製薬 抗痙縮剤 9104中止
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KC KC-245  KC-245 KC-245 150mg力
価:150mg力価

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 科研製薬 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾ

KC KC-274 CPAD KC-274 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳褐/白 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ25 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 25mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 9202中止
KC KC-280 KC-280 KC-280 9000:9000 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･Pｶﾌﾟｾﾙ9000 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 9000単位 科研製薬 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ製剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･P)
0201ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

KC KC-285 CBF KC-285 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾍﾞﾝﾌﾗﾝ 塩酸ﾍﾞﾌﾉﾛｰﾙ 10mg 科研製薬 狭心症･不整脈治療剤 9202中止
KC KC-313 KC-313 KC-313:KC-313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌﾞﾝｲｰ･P配合ｶﾌﾟｾﾙ 科研製薬 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾌﾞﾝｲｰ･Pｶﾌﾟ
ｾﾙ)

KCI KCI 5 KCI5 500mg:500mg 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠500mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 500mg 協和化学工業･日本新
薬，ｼｵｴ製薬，ﾏｲﾗﾝ製
薬，丸石製薬，健栄製薬

制酸･緩下剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴ

KCI KCI 11 KCI11 330mg:330mg 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 協和化学工業･日本新
薬，ｼｵｴ製薬，ﾏｲﾗﾝ製
薬，丸石製薬，健栄製薬

制酸･緩下剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴ

KCI KCI 12 KCI12  250mg：250mg 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 協和化学工業･日本新
薬，ｼｵｴ製薬，ﾏｲﾗﾝ製
薬，丸石製薬，健栄製薬

制酸･緩下剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴ

KCI KC-125 KC-125 KC-125 7.5mg:7.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿﾒﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ7.5mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 7.5mg 科研製薬 抗めまい剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾒﾆｰﾙ)
0202ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ変
更(CIM削除)

KCI KC154 KC154 30mg:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･茶帯2
本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 30mg 科研製薬･三和化学研究
所

排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ30)

KCI KC155 KC155 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白･青帯1
本

ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 15mg 科研製薬･三和化学研究
所

排尿障害改善剤･降圧剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙ15)

KCL 耳:K.C.L.腸溶錠 糖衣錠 橙黄 無 K.C.L.腸溶錠 塩化ｶﾘｳﾑ 250mg 丸石製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 0407中止（PTPは0404中
止) 9710PTP包装変更

KCP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

KCP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤 0508中止 0201ﾋｰﾄ変更
KCP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

KCP ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性解熱鎮痛消
炎剤

0508中止 0207ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載

KDC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｸﾁﾙ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 平滑筋収縮緩和剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前：ﾀﾞｸﾁﾙ錠)

KDL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲｱﾘｺｰﾙ錠 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ｷｯｾｲ薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0308中止 0208ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

DL1)削除等
KDL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲｱﾘｺｰﾙ錠20mg 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg ｷｯｾｲ薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0308中止 0210ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

DL2)削除
KDM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾒﾅﾝ錠100mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害

剤(気管支喘息治療剤)
0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

KDM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾒﾅﾝ錠200mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息治療剤)

0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

KDT 糖衣錠 黄 無 ｹｰｼﾞｵﾝ糖衣錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 92頃中止
KE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹｲｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 長生堂製薬 気管支喘息改善剤 0005頃中止 980710収載
KE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
0504中止 940708収載

KEFRAMIN MI 109 耳:KEFRAMIN 裸錠 白 有 ｹﾌﾗﾐﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 丸石製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9207中止

KEIDOLE SYT022 糖衣錠 類白 無 ｹｲﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 三恵薬品 めまい治療剤 0512中止
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KEILASEA SYT053 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｹｲﾗｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ 三恵薬品・中北薬品 消化酵素剤 0203本体記号変更（053
追加）

KEIS YD 051 SYT014 裸錠 白 無 ｹｲｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 三恵薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹｲｻﾐﾝ錠) 陽
進堂のﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
250mg｢YD｣と同じ本体ｺｰ

KEITYL SYT051 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹｲﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 三恵薬品 精神安定･抗潰瘍剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｹｲﾁｰﾙ)

KEIVI SYT015 裸錠 白 有 ｹｲﾋﾞｽｹﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 三恵薬品 高血圧･不整脈治療剤 0912中止
KETONERS NPI 114H Ketoners 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾅｰｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 日本薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9211中止
KF SW-678 SW-678 250:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記

号(SW-KF250)削除，商
品名記載

KFS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9209販売

KFS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9301販売

KGAP KG-AP 糖衣錠 白 無 ｱﾙｺﾋﾟﾝM 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 堺化学工業-ｶｲｹﾞﾝ 鎮痙剤 中止
KGF 裸錠 白 無 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠5mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和 5mg ｷｯｾｲ薬品工業 速効型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進 040423収載
KGF 裸錠（長円形） 白 有 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠10mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和 10mg ｷｯｾｲ薬品工業 速効型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進 040423収載
KGH KY 03 GLUCONSAN K2.5 KY03

2.5mEq
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠2.5mEq ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 2.5mEq ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ・科研製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK2.5
錠)，剤型変更(前:楕円
形) 0704製造販売会社社
名変更(前:科薬)

KGL KY 02 GLUCONSAN K KY02
5mEq

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠5mEq ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 5mEq ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ・科研製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠)
0704製造販売会社社名
変更(前:科薬) 0206ﾋｰﾄ

KGS 裸錠 白 無 ｶﾞｽｺﾝ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ｷｯｾｲ薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤
加)

KGS 裸錠 白 無 ｶﾞｽｺﾝ錠80mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 80mg ｷｯｾｲ薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤
加)

KH KH 2：☆ORGANON ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 MSD 経口避妊剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) ﾌﾟﾗｾ
ﾎﾞ 成分含有製剤はｺｰﾄﾞ
TR 5:☆ORGANON，白色

KH KH 006 KH006 50mg:KH006 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 5-FU錠50協和 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗悪性腫瘍剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 007 KH007 100mg:KH007
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 5-FU錠100協和 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗悪性腫瘍剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 010 KH010 30mg：30mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｸﾄ錠30 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾙﾃｸﾄ錠)

KH 裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

KH KH 020 KH020 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｱﾚﾛｯｸ錠2.5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 2.5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH Tu KH-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾊｯﾄ錠｢20｣ 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 辰巳化学 狭心症･不整脈治療剤 0908中止
KH KH 021 KH021 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 有 ｱﾚﾛｯｸ錠5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
KH KH 022 KH022 2.5mg:OD 2.5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
極薄黄 無 ｱﾚﾛｯｸOD錠2.5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 2.5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 101119収載

KH KH 023 KH023 5mg:OD 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

極薄黄 有 ｱﾚﾛｯｸOD錠5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 101119収載

KH Tu KH-040 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾊｯﾄ錠｢40｣ 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 辰巳化学 狭心症･不整脈治療剤 0908中止
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KH KH 101 KH101 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｰﾙ錠200 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1003中止 0810社名変
更，合併に伴い(前:協和
発酵工業) 071221収載
(商品名変更に伴い，前:

KH KH102 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝ錠100 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH103 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝ錠200 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 104 KH104 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑 無 ｹﾀｿﾞﾝ錠 ｹﾄﾌｪﾆﾙﾌﾞﾀｿﾞﾝ 100mg 協和発酵工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎剤 0001中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KH KH105 KH105 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾍﾞﾉｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 協和発酵ｷﾘﾝ 睡眠調整剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH106 KH106 15mg：15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾍﾞﾉｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 協和発酵ｷﾘﾝ 睡眠調整剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH107 KH107 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 協和発酵工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0009中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9303ﾋｰﾄ

KH KH 108 KH108 100mg：100mg 裸錠 淡赤 有 ｲｰｼｰ･ﾄﾞﾊﾟｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

協和発酵ｷﾘﾝ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｰｼｰ･ﾄﾞﾊﾟｰﾙ
錠)

KH KH 113 KH113 100mg：100mg 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 114 KH114 200mg：200mg 糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 115 KH115 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠25mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 25mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 100924収載
KH KH 116 50mg KH116:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠50mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 50mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)

KH KH 117 100mg KH117:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠100mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 120 KH120 50μ g 裸錠(長方形) 薄黄 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠50μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

1104ｺｰﾄﾞ変更

KH KH 121 KH121 250μ g 裸錠(長方形) 薄緑 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠250μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

1103ｺｰﾄﾞ変更

KH KH 202 KH202 裸錠 白 有 ｸﾄﾘｯｸｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 協和発酵工業 脱塩利尿剤 9602中止
KH KH 203 KH203 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾋﾟﾗｺｰﾙ錠 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 協和発酵工業 降圧剤 0701中止 0112ﾋｰﾄmg追
KH KH 204 KH204 30mg：30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾋﾟﾗｺｰﾙ錠 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 協和発酵工業 降圧剤 0701中止 0112ﾋｰﾄmg追
KH KH205 KH205 10mg：10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾉｲｸｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 協和発酵工業 代謝性強心剤 0309中止 0112ﾋｰﾄmg追

加 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

KH KH206 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾊﾟﾙﾋﾟｰﾄ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 佐藤薬品工業-協和発酵
工業

高血圧症･狭心症治療剤 9511中止

KH KH 207 KH207 10 1日1錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾅｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 協和発酵工業 持続性脳血管障害改善
剤

9903中止 9607ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KH KH 208 KH208 2mg：2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾆｰﾙ錠2 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 209 KH209 4mg：4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆｰﾙ錠4 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 210 KH210 8mg：8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆｰﾙ錠8 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH211 KH211 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾊﾟﾙﾋﾟｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 佐藤薬品工業-協和発酵
工業

高血圧症･狭心症治療剤 9511中止

KH KH 220 2mg KH220:2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 協和発酵ｷﾘﾝ 高血圧症治療剤(持続性
組織ACE阻害剤)

0810ｺｰﾄﾞ変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)
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KH KH 221 4mg KH221:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 協和発酵ｷﾘﾝ 高血圧症治療剤(持続性
組織ACE阻害剤)

0810ｺｰﾄﾞ変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 305 KH305 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ 消化管運動改善剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 306 KH306 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 協和発酵ｷﾘﾝ 消化管運動改善剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 401 KH401 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋｽﾛﾝ錠5 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 協和発酵ｷﾘﾝ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH KH 405 KH405 200mg:HYSH
200mg

裸錠 白 有 ﾋｽﾛﾝH錠200mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

200mg ﾌｧｲｻﾞｰ-協和発酵ｷﾘﾝ 抗悪性腫瘍経口黄体ﾎﾙ
ﾓﾝ剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾛﾝH200)

KH KH 501 KH501 裸錠 淡黄 無 ｹｲﾎﾟｰﾙ錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 協和発酵工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9512中止
KH KH 502 KH502 250μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 協和発酵ｷﾘﾝ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠
(500μ gと同じ品名だっ

KH KH 503 KH503 500μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 協和発酵ｷﾘﾝ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)
051216収載(商品名変更
に伴い，前;ｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠
(250μ gと同じ品名だっ

KH 5 KH504 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ
ｺｰﾄ

橙 無 FAD錠協和 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

5mg 協和発酵工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0303中止 0112ﾋｰﾄmg追
加 9509ﾋｰﾄ裏商品名記

KH 10 KH506 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ
ｺｰﾄ

橙 無 ﾋﾞﾀﾛｷｼﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 協和発酵工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309中止 0112ﾋｰﾄmg追
加 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

KH 20 KH507 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ
ｺｰﾄ

橙 無 ﾋﾞﾀﾛｷｼﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 協和発酵工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309中止 0112ﾋｰﾄmg追
加 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

KH KH 701 KH701 125mg：125mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾃﾞｱｰｾﾞ錠125 ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 125mg 協和発酵工業 経口血糖降下剤 0803中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ｸﾞﾙ
ﾃﾞｱｰｾﾞ錠)

KH KH 702 KH702 250mg：250mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾃﾞｱｰｾﾞ錠250 ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 250mg 協和発酵工業 経口血糖降下剤 0803中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ｸﾞﾙ
ﾃﾞｱｰｾﾞ錠)

KH KH703 50mg：50mg 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾓﾗﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 協和発酵工業 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0303中止 0112ﾋｰﾄmg追
加 9512ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

KH KH704 100mg：100mg 糖衣錠 白 無 ｱﾄﾓﾗﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 協和発酵工業 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0303中止 0112ﾋｰﾄmg追
加 9512ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

KH KH705 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｴﾝﾃﾘｯｸ
ｺｰﾄ

橙 無 ATP協和腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 協和発酵ｷﾘﾝ ATP製剤 0909中止 0810社名変
更，合併に伴い(前:協和
発酵工業) 060609収載
(商品名変更に伴い，
前:ATP協和腸溶錠)

KH KH801 耳:MMC 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾄﾏｲｼﾝ錠協和 ﾏｲﾄﾏｲｼﾝC 1mg 協和発酵工業 抗悪性腫瘍剤 9903中止
KH KH 803 KH803 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ錠100 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗生物質製剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
KH KH 804 KH804 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ錠200 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ 200mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗生物質製剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
KH KH 805 KH805 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐﾉｻｲｼﾞﾝ錠協和 硫酸ﾊﾟﾛﾓﾏｲｼﾝ 250mg 協和発酵工業 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質 9803中止
KH KH806 KH806 125mg：125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 協和発酵ｷﾘﾝ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾ
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KH KH807 KH807 250mg：250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 協和発酵ｷﾘﾝ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾ

KH KH 815 KH815 50mg 裸錠 白 有 ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠50 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 50mg 協和発酵工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0803中止
KH KH 816 KH816 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 協和発酵ｷﾘﾝ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0810社名変更，合併に伴

い(前:協和発酵工業)
KH KH 901 KH901 裸錠 白 有 ｹﾙﾍﾁｰﾅ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄﾋﾟﾗｼﾞﾝ 100mg 協和発酵工業 ｻﾙﾌｧ剤 9703中止
KHM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾒｺｰﾙ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 胆道疾患治療剤 0509中止 0201ﾋｰﾄ変更

KI Tu KI Tu 裸錠 白～微黄 無 ｷｼﾘﾉﾝ錠｢2｣ 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 2mg 辰巳化学 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 96中止 920710収載
KI Tu KI-025 裸錠 白～微黄 有 ｷｼﾘﾉﾝ錠｢25｣ 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 辰巳化学 前立腺肥大症･癌治療剤 0712中止
KI KI 1141 ROI:MECT KI-1141 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｲﾏｰﾙ ﾒﾁｱｼﾞﾝ酸 250mg ﾒｸﾄ 鎮痛･消炎剤 98中止
KI KI1149 裸錠 白 有 ﾁｰﾄﾝ錠 ﾒｸﾄ 解熱鎮痛剤 8811中止
KI KI 1156 CAL:MECT KI-1156 硬ｶﾌﾟｾﾙ 桃/白 ｶﾙｾﾞｷﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg ﾒｸﾄ 頭痛治療剤 9206中止
KI ISD:KI-1163 糖衣錠 類黄白 無 ｲｾﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾒｸﾄ 抗めまい剤 9806中止
KI KI 1165 ISN-6:KI-1165 裸錠 白 無 ｲｾﾅﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ﾒｸﾄ めまい･平衡障害治療剤 98中止
KI KI 1166 ISN-12:MECT KI-1166 裸錠 白 有 ｲｾﾅﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ﾒｸﾄ めまい･平衡障害治療剤 98中止
KI KI 1170 PAD:MECT KI-1170 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾒｸﾄ 精神神経安定剤 旧ﾃﾞｰﾀ，ｺｰﾄﾞ(91まで)
KI AMI:KI-1171 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾐﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg ﾒｸﾄ 抗うつ剤 9806中止
KI MEO-5:KI-1174 糖衣錠 淡緑 無 ﾒﾄﾅｽ錠5mg ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾒｸﾄ 抗不安剤 98中止
KI KI 1186 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 濃黄 無 ﾌﾟﾛﾍﾟﾁﾙ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg ﾒｸﾄ 精神神経用剤 98中止
KI ETO-50:MECT KI-1225 糖衣錠 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9305中止
KI KI E ETO-100:MECT KI-1227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9306中止
KI PAK:MECT KI-1241 裸錠 白 有 ﾊﾟｰｷﾈｽ錠2 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾒｸﾄ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 98中止
KI SCO:KI-1242 糖衣錠 白 無 ｽｺﾙﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾒｸﾄ 鎮痙剤 9806中止
KI KI 1244 ASO:MECT KI-1244 裸錠 白 有 ｱｽｺﾀｰﾙ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ﾒｸﾄ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9110中止
KI KI-1411 HOM:MECT KI-1411 裸錠 白 有 ﾎﾓﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾒｸﾄ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9107中止
KI KI 1413 ATA-D:MECT KI-1413 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/無透明 ｱﾀﾘｽD d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ﾒｸﾄ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9107中止
KI ISP:KI-2110 糖衣錠 赤 無 ｲｾﾌｧﾆﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾒｸﾄ 冠循環改善剤 9805中止
KI CAR:KI-2111 糖衣錠 淡紅 無 ｶﾙﾄﾞﾝ錠1号 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 心不全治療剤 98中止
KI KI 2115 EHO:MECT KI-2115 裸錠 淡黄 有 ｴﾎﾁｿﾞﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾒｸﾄ 循環器官用剤 98中止
KI KI 2131 FUL:MECT KI-2131 裸錠 白 有 ﾌﾙﾊﾞﾐﾄﾞ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ﾒｸﾄ 降圧利尿剤 9803中止
KI KI 2132 DIU-S:MECT KI-2132 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾞｳﾚﾝSｶﾌﾟｾﾙ ﾒｸﾄ 利尿降圧剤 9305中止
KI MEV:KI-2140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾒﾄﾊﾞｰﾙ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 98中止
KI KI 2141 RES-0.25:MECT KI-2141 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｶﾝﾄｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9304中止
KI RES-0.5:MECT KI-2142 糖衣錠 淡青 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ｶﾝﾄｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9304中止
KI ATO:MECT KI-2143 糖衣錠 白 無 ｱﾄｻﾈｰﾙ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9409中止

KI KI 2146 APR:MECT KI-2146 裸錠 黄 有 ｱﾌﾟﾚｼﾞﾝ錠10 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 98中止
KI TOK:MECT KI-2151 糖衣錠 白 無 ﾄｷｽﾄﾘﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾒｸﾄ 高脂質血症治療剤 8811中止
KI URE-A:MECT KI-2154 裸錠 白 有 ｳﾚﾄﾝA錠 ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9306中止
KI MEA:MECT KI-2155 裸錠 淡黄 無 ﾒﾗﾙｺﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾒｸﾄ 利尿降圧剤 98中止
KI KI 2156 ISS:MECT KI-2156 裸錠 白 有 ｲｾｽﾄﾗﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ﾒｸﾄ 降圧利尿剤 9207中止
KI ATS:MECT KI-2161 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤 ｱﾄｽﾃﾘﾝ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾒｸﾄ 高脂質血症改善剤 9112中止
KI KI 2163 PAU:MECT KI-2163 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙｽﾘﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾒｸﾄ 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
98中止

KI AZE:MECT KI-2168 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱｾﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒｸﾄ 高血圧･狭心症治療剤 98中止
KI SYD-10:MECT KI-2172 裸錠 白 有 ｼﾄﾞﾙｰｾﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒｸﾄ 狭心症･不整脈治療剤 9310中止
KI SYD-20:MECT KI-2173 裸錠 白 有 ｼﾄﾞﾙｰｾﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ﾒｸﾄ 狭心症･不整脈治療剤 9306中止
KI KI SN SEN-10:KI-2188 糖衣錠 白 無 ｾﾉﾝ糖衣錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾒｸﾄ 代謝性強心剤 9806中止
KI KI 2192 CYC:MECT KI-2192 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗﾚｰﾄ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ﾒｸﾄ 脳･末梢血流改善剤 9005中止
KI KI 2196 MET-25:MECT KI-2196 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/白 ﾒﾙﾄﾛｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ﾒｸﾄ 脳血流促進剤 8908中止
KI KI 2197 MET-50:MECT KI-2197 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾒﾙﾄﾛｼﾞﾝ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ﾒｸﾄ 脳血流促進剤 9306中止
KI BUL:KI-2201 腸溶性糖衣錠 黄 無 ﾌﾞﾚﾝﾀｲﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾒｸﾄ 微小循環改善剤 98中止
KI KI 2206 LOC:MECT KI-2206 裸錠 白 有 ﾛｺﾅｽ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ﾒｸﾄ 脂質代謝･末梢血行改善

剤
98中止
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KI NAI:MECT KI-2222 裸錠 白 有 ﾅｲｺﾁﾝ錠 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg ﾒｸﾄ 鎮咳剤 9802中止

KI KI 2228 EMA:MECT KI-2228 裸錠 白 有 ｴﾏﾁｿﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ﾒｸﾄ 気道粘液溶解剤 98中止
KI KI 2331 P-ZYM:MECT KI-2331 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 P-ｻﾞｲﾑ ﾒｸﾄ 消化酵素剤 9205中止
KI KI 2334 K-ZYM:MECT KI-2334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 K-ｻﾞｲﾑ ﾒｸﾄ 消化酵素剤 8811中止
KI KI 2355 MAT:MECT KI-2355 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾏﾄﾛｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg ﾒｸﾄ 消化性潰瘍治療剤 9005中止
KI MAT-100:MECT KI-2395 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾏﾄﾛｼﾞﾝS･100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg ﾒｸﾄ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9107中止
KI COD:KI-2441 裸錠 淡黄 有 ｺﾙﾄﾞﾆﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾒｸﾄ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 中止
KI DAI-S:KI-3121 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲｻｼﾞﾝS錠 ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 9806中止
KI KI 3134 VIR:MECT KI-3134 裸錠 黄 有 ﾋﾞﾗｽ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9710中止 060707収載の

ﾋﾞﾗｽ錠125mg(塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅ
ﾌｨﾝ)とは成分が異なる

KI COL:KI-3141 糖衣錠 赤 無 ｺﾙｻﾐﾝ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 98中止
KI KI 3161 TRI:MECT KI-3161 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾄﾘﾅﾁｵｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾒｸﾄ 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9207中止
KI MIC:MECT KI-3170 糖衣錠 白 無 ﾐｺﾀﾘﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 末梢性神経障害治療剤 9803中止
KI KI 3333 ADO-10:MECT KI-3333 裸錠 橙黄 有 ｱﾄﾞﾅﾐﾝC錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg ﾒｸﾄ 血管強化･止血剤 9111中止

KI KI 3334 ADO-30:MECT KI-3334 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾅﾐﾝC錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾒｸﾄ 血管強化･止血剤 9111中止

KI KI 3953 ISZ-30:KI-3953 裸錠 白 有 ｲｾﾁｰﾑ30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾒｸﾄ 消炎酵素剤 中止
KI KI 3965 OIS-250:MECT KI-3965 裸錠 白 有 ｵｲｾﾞﾝ錠250mg ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 250mg ﾒｸﾄ 血糖降下剤 98中止
KI IST-100:KI-3994 糖衣錠 白 無 ｲｾﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ﾒｸﾄ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 中止
KI KI 4491 KI-4491 30mg 裸錠 白 有 ﾒｸﾃｸﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 鶴原製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｸﾃｸﾄ錠)
KI KI 6161 CYK:MECT KI-6161 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫/赤紫 ｻｲｺｻｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8606中止
KI KI 6165 NOW:MECT KI-6165 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/白 ﾅｳﾏｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8908中止
KI KI 6168 CLB-250:KI-6168 MECT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾒｸﾄ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
98中止 9404製造販売(東
洋新薬から承継)

KIE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0504中止 940708収載

KIE KI E ETO-100:MECT KI-1227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9306中止
KII K 11 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
旧ｺｰﾄﾞ(1005迄) 000707
収載 小林化工とﾋｰﾄ異な

KIJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ錠250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質
製剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KIP KIP 糖衣錠 白 無 ｷﾌﾟｼﾛﾅｰｾﾞB ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 10000単位 鶴原製薬 酵素製剤 9104薬価削除
KIR IC-523:KIR 裸錠 白～淡黄 有 ｷﾗﾝｶﾞ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg ｲｾｲ 尿酸排泄薬 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｷﾗﾝｶﾞ錠)
KISN KI SN SEN-10:KI-2188 糖衣錠 白 無 ｾﾉﾝ糖衣錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾒｸﾄ 代謝性強心剤 9806中止
KISSEI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

KISSEI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

KJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ錠250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質
製剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KJ KJ HT8K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶﾘｼﾞｬｽﾄS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 堀田薬品合成 循環障害改善剤 0001中止 8903刻印
KJ KJ:50 HT12K ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶﾘｼﾞｬｽﾄ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 堀田薬品合成 循環障害改善剤 旧ﾃﾞｰﾀ 0003承継(陽進堂

へ) 9911中止 920710収
KJ KJ 901 裸錠 白 有 ﾒﾘｱﾆﾝ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興人 高尿酸血症治療剤 中止
KK KK 327 KK327 裸錠 極薄紅 有 ｺﾊﾞｿﾆﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物

として)
小林薬学工業-日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0301中止 020607承継(三

菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)
KK KK 311 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ錠

2.5mg｢KOBA｣
ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして)
小林薬学工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 9809中止 980710収載

KK KK 313 Y-BZA200 200mg:Y-
BZA200

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
KOBA｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林薬学工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

高脂血症治療剤 0012中止 980710収載
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KK KK 313 KK313 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
KOBA｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林薬学工業 高脂血症治療剤 01頃中止 980710収載

KK KK321  KK321 KK321 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 小林薬学工業-日医工 胃潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0705迄)，承継に
伴い(日医工へ) 970711

KK KK 328 KK328 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｻﾞﾝ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

小林薬学工業・日本薬品
工業

H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(0704迄)，承継に
伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 010706
収載

KK KK 329 KK329 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｻﾞﾝ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

小林薬学工業・日本薬品
工業

H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(0703迄)，承継に
伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 010706
収載

KK KK 331 裸錠 白 無 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 0406中止0401ﾋｰﾄ変更
990709収載

KK KK 332 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(日医工へ)

KK KK 335:5 裸錠 白 無 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐｰﾙ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 小林薬学工業-東和薬品 心機能改善薬 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
010706収載

KK KK 337 裸錠 白 有 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐｰﾙ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 小林薬学工業-東和薬品 心機能改善薬 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KK KK 351 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ)
030704収載

KKC H:H CP50:CP 50 KKC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲｸﾗﾎﾟﾛﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 海外製薬 循環障害改善剤 9907中止 920710収載
KKC S:S KKC120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲｸﾗﾎﾟﾛﾝS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 海外製薬 循環障害改善剤 9907中止
KKC KKC 2971 KKC2971 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾞﾊﾞ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 海外製薬 高血圧治療剤 0009中止
KKC KKC:6071 KKC6071 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｵｽﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 海外製薬 蛋白分解酵素阻害剤 9812中止 960705収載
KKC KKC:7021 KKC7021 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 海外製薬 気道粘液溶解剤 0102中止(太田製薬へ承

継予定)
KKD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾕﾘｰﾌ錠2mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 2mg ｷｯｾｲ薬品工業 選択的α 1A遮断薬，前

立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

081218収載 第一三共の
ものとﾋｰﾄ異なる

KKD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾕﾘｰﾌ錠2mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 2mg ｷｯｾｲ薬品工業-第一三
共

選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

081218収載 ｷｯｾｲ薬品工
業のものとﾋｰﾄ異なる

KKD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～微黄白 有 ﾕﾘｰﾌ錠4mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 4mg ｷｯｾｲ薬品工業 選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

081218収載 第一三共の
ものとﾋｰﾄ異なる

KKD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～微黄白 有 ﾕﾘｰﾌ錠4mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 4mg ｷｯｾｲ薬品工業-第一三
共

選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

081218収載 ｷｯｾｲ薬品工
業のものとﾋｰﾄ異なる

KKDC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/淡赤
白

ﾕﾘｰﾌｶﾌﾟｾﾙ2mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 2mg ｷｯｾｲ薬品工業 選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

0906中止 060428収載 第
一製薬のものとﾋｰﾄ異な
る

KKDC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾕﾘｰﾌｶﾌﾟｾﾙ4mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 4mg ｷｯｾｲ薬品工業 選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

0908中止 060428収載 第
一製薬のものとﾋｰﾄ異な
る

KKDCD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/淡赤
白

ﾕﾘｰﾌｶﾌﾟｾﾙ2mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 2mg ｷｯｾｲ薬品工業-第一三
共

選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

0901中止 0707ﾋｰﾄ記号

KKDCD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾕﾘｰﾌｶﾌﾟｾﾙ4mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 4mg ｷｯｾｲ薬品工業-第一三
共

選択的α 1A遮断薬，前
立腺肥大症に伴う排尿障
害改善薬

0901中止 0706ﾋｰﾄ記号

KL 糖衣錠 白 無 ｸｰﾙﾚﾊﾞ錠 肝臓加水分解物 100mg 三亜製薬 肝臓障害用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで) 9410記
号変更

KL Tu KL-001 1mg 糖衣錠 白 無 ｸｲﾝﾛﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 辰巳化学 消化器系鎮痙・鎮痛剤 0904中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｸｲﾝ
ﾛﾝ錠)

KL 10 KL072 耳:YOHSAN10 裸錠 黄～黄橙 無 葉酸錠｢ｺﾀﾞﾏ｣10 葉酸 10mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 葉酸製剤 9311中止
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KL 5 KL072 耳:YOHSAN5 裸錠 黄～黄橙 無 葉酸錠｢ｺﾀﾞﾏ｣5 葉酸 5mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 葉酸製剤 9311中止
KL Tu KL-100 Tu KL-100 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾛﾚｰﾙ錠100mg ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0708中止
KL KL 101 KL101:PRX 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾗｸｻﾝ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本ｶﾞﾚﾝ 前立腺肥大症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9501社

名変更
KL KL102:MPS 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白～淡

黄
ﾒﾋﾟｽﾀﾝ5 ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-日本ｶﾞﾚﾝ 腎性貧血･乳腺腫瘍治療

剤
9510中止 9501社名変更
900713収載

KL KL 113:DBB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾍﾞﾄｽB錠 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ 50mg 日本ｶﾞﾚﾝ 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9607まで) 9501社
名変更

KL 3 KL150 3 KL-150:ML-3 裸錠 淡橙 無 ﾏﾙﾐﾝ錠3 ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 不眠症治療剤 9104中止
KL 5 KL150 5 KL-150:ML-5 裸錠 淡橙 無 ﾏﾙﾐﾝ錠5 ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 不眠症治療剤 9104中止
KL 2 KL160:2 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠2mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠2)
KL 3 KL160 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 3mg ｻﾝﾄﾞ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠3)
KL 5 KL160:5 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠5mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠5)
KL KL161 裸錠 淡灰褐 有 ｺﾀﾞﾏﾛﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 精神病治療剤 9312中止
KL KL181 裸錠 白 有 ｺﾀﾞﾊﾟﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 抗てんかん剤 9306中止
KL KL 200 KL 200:M N 裸錠 白 無 ﾒﾄﾛﾆｰﾅ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日本ｶﾞﾚﾝ めまい･平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9610まで) 9501社

名変更
KL CLA KL210 CLA 有核錠 淡黄(内核:

白)
無 ｸﾘｱﾐﾝA錠 日本ｶﾞﾚﾝ 頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 9501社

名変更
KL KL211 耳:KN1mg 裸錠 白 有 ｺﾀﾞﾏﾐﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 血管性頭痛･起立性低血

圧治療用剤
9207中止

KL KL213 耳:NAXAL 裸錠 白 有 ﾅｷｻｰﾙ錠 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 解熱鎮痛消炎剤 9202中止
KL KL 215 KL215:CLs 有核錠 薄橙(内核:白

～灰)
無 ｸﾘｱﾐﾝS錠 日本ｶﾞﾚﾝ 頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 9501社

名変更 900713収載
KL KL 223 裸錠 白 無 ｺﾗﾝﾁﾙ錠 塩野義製薬 胃炎･消化性潰瘍用剤 9311中止
KL KL 230 MP 裸錠 白 無 ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｶﾞﾚﾝ 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9606まで) 9501社

名変更
KL KL 260 TOP 裸錠 白 有 ﾄﾌﾟｸﾛﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ治療剤 9305中止
KL KL 310 KL 310:CLD 裸錠 白 有 ｸﾗﾗｼﾞﾝ錠250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 筋緊張性疼痛疾患治療 9410中止
KL 1 KL600 1 KL600 1mg 裸錠 白 無 ﾎﾟﾗｷｽ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
01ﾋｰﾄ表1mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KL 2 KL600 2 KL600 裸錠 白 有 ﾎﾟﾗｷｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

01ﾋｰﾄ表2mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KL 3 KL600 3 KL600 3mg 裸錠 白 有 ﾎﾟﾗｷｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

01ﾋｰﾄ表3mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KLA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9702ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KLA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 9702ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
910524収載

KLBIS KL-BIS 糖衣錠 白 無 ｸｰﾙﾚﾊﾞ錠 肝臓加水分解物 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ製薬 肝臓疾患用剤 9907中止 9701記号変更
(社名変更の為)

KLD K 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾘﾝﾀﾞﾛﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 循環障害改善剤 9901中止 010907収載(規
格表示変更) 940708収載

KLF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾘﾌﾘｰﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 抗悪性腫瘍剤 0203中止
KLG MKC 091:5 MKC091 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾙﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 血管拡張性β 1遮断剤 1010製造販売元変更(前:

田辺三菱製薬)
KLG MKC 092:10 MKC092 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾙﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 血管拡張性β 1遮断剤 1010製造販売元変更(前:

田辺三菱製薬)
KLS Th 870 Th870 KLS:KLS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘﾚﾁﾝS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで)
KLSP Th871 Th871 KLS-P:KLS-P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/灰白 ｶﾘﾚﾁﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢血管拡張剤 9808中止
KM CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾉﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
β 遮断剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802

販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)
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KM Tu KM-030 裸錠 黄～橙黄 無 ｸﾒﾓﾝﾄ錠｢30｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 辰巳化学 止血剤 9912中止

KM SW-805:SW-KM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾀﾒﾘﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 89中止
KMC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾛｰﾙ錠12mg 塩酸ﾃﾛｼﾞﾘﾝ 12mg ｷｯｾｲ薬品工業 頻尿･尿失禁治療剤 9109中止
KMC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾛｰﾙ錠24mg 塩酸ﾃﾛｼﾞﾘﾝ 24mg ｷｯｾｲ薬品工業 頻尿･尿失禁治療剤 9109中止
KMN K 50 KMN50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｸﾒﾅﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 ｴﾑｴﾌ 循環障害改善剤 99中止 9603社名変更

940708収載
KMO KMO 糖衣錠 緑 無 ｷﾓｰｾﾞ 森下ﾙｾﾙ 炎症緩解用酵素製剤 9206中止
KMT KMT 糖衣錠 白 無 ｶﾐﾆｰﾄ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 全星薬品工業 末梢性神経障害治療剤 9809中止
KMT KMT010 DOJ 裸錠 黄 有 ｶﾐﾙﾚﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 同仁医薬化工 代謝性強心剤 中止
KN KN 裸錠 白 有 ｱﾘｿﾌｪﾝ錠 小林化工 消炎鎮痛剤 9509中止
KN KN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/黄 ｸﾛﾅﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 膵･胆道系鎮痙剤 9807中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KN KN 裸錠 薄黄赤 有 ｸﾛﾒｸﾞ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 小林化工 降圧利尿剤 9206中止
KN KN 裸錠 白 有 ﾆｺﾓﾗﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 小林化工 脂質代謝･末梢血行改善

剤
96中止

KN K N 裸錠(小判型) 薄橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ｺﾊﾞﾔｼ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 小林化工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0001中止
KN K N:MPN 裸錠 白 有 ﾐｵﾊﾟﾉｰﾙ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 小林化工 中枢･末梢性筋緊張緩解

剤
9208中止

KN KN 裸錠 白 有 ﾒﾙﾗｸﾄﾝ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 小林化工 利尿降圧剤 9603中止
KN KL211 耳:KN1mg 裸錠 白 有 ｺﾀﾞﾏﾐﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 血管性頭痛･起立性低血

圧治療用剤
9207中止

KN Tu KN Tu KN-005 裸錠 白～微黄白 無 ｶﾙﾉﾉﾝ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 辰巳化学 β -ﾌﾞﾛｯｶｰ 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾉﾉﾝ錠)

KN M221 KN-5 裸錠 白～淡黄 有 ｺﾘﾈﾙｼﾞﾝ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 模範薬品研究所 平滑筋鎮痙剤 9302中止
KN KN CBC 10 裸錠 橙赤 有 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ錠10｢ｺﾊﾞﾔｼ｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 10mg 小林化工 止血剤 9204中止
KN 裸錠 白 有 ｺﾅｰｾﾞ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

KN SW-KN50 糖衣錠 橙 無 ｹﾝﾄﾝ50 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 89中止
KN KN:50 KN286 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾄﾞﾘﾝF錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 小林化工 循環系作用物質製剤 1011中止
KN KN103 糖衣錠 淡黄 無 ﾚﾒｱﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 小林化工 抗めまい剤 中止 95ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
KN KN 105 KN 105 裸錠 白 有 ﾌﾞﾁｽｺ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 小林化工 鎮痙剤 0910中止
KN KN 106 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾊﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 小林化工 解熱鎮痛消炎剤 0002中止 900713収載
KN KN 107 KN107 0.25mg 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾄﾘｱﾗﾑ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 小林化工 睡眠導入剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾘｱﾗﾑ錠)
KN KN108 20mg 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾛｿﾞﾝ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 小林化工 筋緊張性疾患治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾌﾛｿﾞﾝ錠)
KN KN･110  KN･110 KN110 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾊﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 小林化工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･鎮

痛･解熱剤
0905中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞﾒ
ﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

KN 10mg KN112：AMIPLIN
10mg KN112

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾐﾌﾟﾘﾝ錠(10mg) 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 小林化工 抗うつ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(1009SP包装中
止，ﾊﾞﾗ包装のみへ)
0402ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化

KN KN114 KN114 7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝﾃｽ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 小林化工・ﾏｲﾗﾝ製薬，全
星薬品

睡眠障害改善剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

KN KN116 25mg 糖衣錠 白 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠「ｺﾊﾞ
ﾔｼ」25mg

塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 小林化工 精神神経用剤 旧ﾃﾞｰﾀ(1009SP包装中
止，ﾊﾞﾗ包装のみへ)
0403包装ｺｰﾄﾞ記載

KN KN117 50mg 糖衣錠 緑 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠「ｺﾊﾞ
ﾔｼ」50mg

塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 小林化工 精神神経用剤 旧ﾃﾞｰﾀ(1009SP包装中
止，ﾊﾞﾗ包装のみへ)
0403包装ｺｰﾄﾞ記載

KN KN 119 KN119 50mg 裸錠 微黄白 無 ｺﾊﾞﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 小林化工 自律神経調整剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾝﾀﾞｷｼﾝ錠)

KN K N:120 KN120 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾊﾟｰｷｽﾄﾝ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

小林化工 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｰｷｽﾄﾝ錠
100mg)

202 / 404 ページ



KN KN 121 KN121 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｵｶﾞﾑ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 小林化工 鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｵｶﾞﾑ錠)

KN KN 123 0.5mg:KN123 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｿﾞﾗﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 小林化工 精神安定剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾁｿﾞﾗﾝ錠)

KN KN 126 KN126 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ｺﾊﾞｺﾁﾙ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 小林化工 持続性消炎･鎮痛剤 0002中止 960705収載
KN KN 129 KN129 60mg 裸錠 極薄紅 有 ｺﾊﾞﾛｷﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 小林化工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾊﾞﾛｷﾆﾝ錠)
KN KN130 50mg 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 小林化工 筋緊張改善剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠)
KN KN132 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾟﾃｽ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 小林化工 解熱鎮痛消炎剤 0002中止 98ﾋｰﾄ変更

(100mg削除)，表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

KN KN 134 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾟﾃｽ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 小林化工 解熱鎮痛消炎剤 9208中止
KN KN 135 KN135 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
小林化工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

KN KN 136:5 KN136 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

小林化工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

KN KN 138 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾙﾁｿﾞﾝ100錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 小林化工 抗痙縮剤 9603中止
KN KN141 10mg 糖衣錠 緑 無 ｾﾚﾐﾂﾄ錠 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 小林化工 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0001中止 96ｺｰﾄﾞ化
KN KN 143 KN143 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾌﾟﾛﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 小林化工 四環系抗うつ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏﾌﾟﾛﾐｰﾙ錠)
KN KN 145 糖衣錠 白 無 ﾉｰﾍﾞﾙﾐﾝ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 小林化工 心身安定剤 9509中止 920710収載
KN KN 151 KN151 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200｢KN｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 小林化工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
020705収載

KN KN 153 裸錠 白 無 ﾗﾀﾞﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 小林化工 筋緊張性疼痛疾患治療 0412中止
KN KN 195:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢KN｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 小林化工 前立腺癌治療剤 090515収載
KN KN 202 KN202 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｺﾊﾞﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KN KN203 糖衣錠 淡紅 無 ﾗﾅﾄC錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 小林化工 強心利尿剤 0603中止 0405SPｺｰﾄﾞ化
KN KN 204 KN204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｺﾊﾞﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KN KN 205：10 KN205 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10「KN」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 小林化工・興和ﾃﾊﾞ 尿失禁・頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興

和，興和創薬)
KN KN 206：20 KN206 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20「KN」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 小林化工・興和ﾃﾊﾞ 尿失禁・頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興

和，興和創薬)
KN KN 207 KN207 40mg 裸錠 白 無 ｱﾝﾌﾗﾏｲﾄﾞ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 小林化工 利尿･降圧剤 0603中止 0011本体ｺｰﾄﾞ

追加 96ｺｰﾄﾞ化
KN KN 208:10 KN208 10mg 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾒﾘｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 小林化工 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載

KN KN 214 裸錠 淡橙赤 有 ﾍｷｻﾁﾝ ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 小林化工 末梢血管拡張･血行改善
剤

9302中止

KN KN 215 KN215 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠500｢KN｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 小林化工 制酸剤 020705収載
KN KN 220 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾌｴﾛｽﾚｵﾝ ﾄﾚｵﾆﾝ鉄 150mg 小林化工 造血鉄剤 98中止
KN KN 223 KN223 15mg 裸錠 淡紅 有 ｺﾌﾍﾞﾀﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 小林化工 鎮咳剤 0001中止 95変更
KN KN 231 KN231 50mg 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾛﾌｧｰﾙ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 小林化工 粘膜保護･組織修復胃

炎･胃潰瘍治療剤
0910中止

KN KN 232 KN232 30mg：30mg 裸錠 白 有 ﾅﾙｺﾁﾝ錠30 ﾉｽｶﾋﾟﾝ 30mg 小林化工･全星薬品，ﾒﾙ
ｸﾎｴｲ

鎮咳剤 0601中止 980710収載

KN KN 233 糖衣錠 淡橙赤 無 ﾋﾎﾟｽﾀﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 小林化工 軟部腫脹治療剤 9609中止 95ｺｰﾄﾞ化
KN KN 237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾃﾘｵSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林化工 高脂血症治療剤 0612中止
KN KN 238 KN238 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐﾀﾛｰﾙ錠 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 小林化工 α β -受容体遮断性降圧

剤
00頃ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 900713収載

KN KN 240 KN240 37.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ錠
37.5「KN」

塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 050708収載

KN KN 241 KN241 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ錠
75「KN」

塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 050708収載
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KN KN 247 KN247 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｹﾞｼﾝL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 徐放性前立腺肥大症治
療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 071221収
載(商品名変更に伴い，
前:ｹﾞｼﾝL錠)

KN KN 249 KN249 25mg 裸錠 薄橙 有 ﾒﾙﾗｸﾄﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 小林化工 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙﾗｸﾄﾝ錠)

KN KN 250 KN250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150｢KN｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

小林化工･全星薬品 H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KN KN 251 KN251 5mg 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ錠5｢KN｣ ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 小林化工 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0706中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KN KN 253 KN253 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠5「KN」 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤(高脂血症治療剤)

030704収載

KN KN254 糖衣錠 赤 無 ﾙﾍﾟﾉｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 小林化工 冠循環増強剤 0004中止 98ﾋｰﾄ変更
(25mg削除)，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

KN KN 255 KN255 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾛﾝ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 0706中止 ﾋｰﾄ200mg追
加，商品名表→裏 98ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940708収載

KN KN 256 KN256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾁｵ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 小林化工 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺﾁｵ錠)

KN KN 257 KN257 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10「KN」 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤(高脂血症治療剤)

030704収載

KN KN258 糖衣錠 白 無 ｾﾞｵﾀｲﾄ L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 小林化工 気道粘液溶解剤 0203中止 96記号変更
(KN-ZEO削除)

KN KN 259 裸錠 白 無 ﾋﾟﾘﾁﾞﾆﾝ ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 小林化工 循環機能改善剤 9104中止
KN K N KN 265 裸錠 白 有 ｴﾙｺﾞﾂﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 小林化工 起立性低血圧･血管性頭

痛治療剤
96中止

KN KN266 100mg 糖衣錠 黄 無 ﾄﾚﾝｴｰｽ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 小林化工 脳微小循環改善剤 9904中止 96ｺｰﾄﾞ化
KN KN 267 KN267 15mg 裸錠 白 有 ﾑｺｷｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 小林化工 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｺｷｰﾙ錠)
KN KN 268 KN268 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾝｾﾞｯﾌﾟ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 小林化工 心･腎疾患治療剤 0706中止
KN KN 269 KN269 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉﾐﾛｰﾙ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 小林化工 心臓選択性β 遮断剤 0712商品名変更(前:ﾃﾉﾐ

ﾛｰﾙ錠)
KN KN 270 KN270 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝｶﾘﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 小林化工 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ変更

(5mg削除)，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

KN KN 271 KN271 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾃﾌﾒﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 小林化工 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾌﾒﾁﾝ錠)

KN KN 272 KN272 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

1011中止 0712商品名変
更(前:ｺﾊﾞﾗｰﾄ錠)

KN KN 273 KN273 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾘｰﾅ錠 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 小林化工 脳血管障害改善剤 9904中止 920710収載
KN KN 274 KN274 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｺﾊﾞｸｽ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 小林化工 高脂血症治療剤 1011中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ｸｽ錠)

KN KN:V KN276 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾄﾞﾘﾝF錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 小林化工 循環系作用物質製剤 1011中止
KN KN 277 裸錠 白 有 ｳﾙｾﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 小林化工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 00中止 96記号削除

920710収載
KN KN 278 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾄﾗｽﾀｰ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 小林化工 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0203中止 940708収載

KN KN 279 裸錠 薄青 有 ﾂﾓﾌﾗｯｸ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾁﾓﾛｰﾙ 5mg 小林化工 β 遮断剤 9509中止 920710収載
KN KN 280 KN280 200mg 裸錠 白～帯黄白 有 ｱﾙﾃｸﾘﾝ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林化工 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0001中止 940708収載
KN KN 281 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工 子宮内膜症治療剤 9609中止 920710収載
KN KN-282 KN 282 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾅﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg（ｹﾄﾁﾌｪﾝ

として）
小林化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0905中止

KN KN 284 KN284 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐｯｸｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 小林化工 止瀉剤 0806商品名変更(前:ﾛﾍﾟ
ﾐｯｸｶﾌﾟｾﾙ)
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KN KN 285 KN285 裸錠 白 有 ﾅﾄﾞﾙ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 小林化工 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

中止 940708収載

KN KN･287 KN 287 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ｵﾙｿﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 小林化工 不整脈治療剤 0706中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

KN KN 288 KN288 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾀｰﾅ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ
剤配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾚｽﾀｰﾅ錠)

KN 糖衣錠 微黄赤～帯
黄赤

無 ﾃﾞﾀﾄｼﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 0.5mg 小林化工 血管緊張緩和･血圧降下
剤

0403中止 940708収載

KN KN 291 KN291 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾙﾅ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 小林化工・ﾏｲﾗﾝ製薬，全
星薬品

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

KN KN 292 KN292 25mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾙﾅ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 小林化工・ﾏｲﾗﾝ製薬，全
星薬品

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

KN K N:293 KN293 5mg 裸錠 白 有 ｺﾊﾞｲﾝﾀｰ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 小林化工・全星薬品 狭心症治療剤 0707頃中止
KN KN 294 KN294 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 小林化工 脳循環･代謝改善剤 9701中止 960705収載
KN KN 295 KN295 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾊﾞﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 小林化工 消化管運動改善剤 0706中止 ﾋｰﾄ10mg再記

載，商品名表→裏
960705収載

KN KN 296 KN296 裸錠 白 無 ｺﾊﾞﾚﾉｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 小林化工 前立腺肥大症治療剤 98ﾋｰﾄ変更(25mg削除)，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

KN KN 297 KN297 1mg 裸錠 白 無 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0203中止 960705収載

KN KN 298 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706中止 960705収載

KN KN 299 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706中止 960705収載

KN KN 301 KN301 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75｢KN｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

小林化工･全星薬品 H2受容体拮抗剤 0911発売

KN KN304 10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 小林化工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0002中止 98ﾋｰﾄ(10mg)
追加 94ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化

KN KN305 30mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 小林化工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 96ｺｰﾄﾞ化
KN KN 306:2.5

OD:2.5mg
裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
KN｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

KN KN 307:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

KN KN311 20mg 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾉP錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 小林化工 ATP製剤 0706中止 00頃ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96ｺｰﾄﾞ

KN KN 312 KN312 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100「KN」 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載
KN KN 313 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ錠100｢KN｣ 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg 小林化工 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害

剤 気管支喘息治療剤
101119収載 ﾊﾞﾗのみ

KN KN 317 KN317 250mg:250mg 裸錠 白 有 ｱﾍﾞﾏｲﾄﾞ錠250mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg 小林化工 経口血糖降下剤 0812商品名変更(前:ｱﾍﾞﾏ
ｲﾄﾞ錠)

KN KN318 60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠60｢小林｣ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 小林化工 代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9609中止
KN KN321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝﾃｽ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 小林化工･全星薬品 睡眠障害改善剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ

KN KN 323 糖衣錠 白 無 ﾜｶﾐｹﾞﾝ L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

83.5mg，
83.5mg

小林化工 ｶﾘｳﾑ補給剤(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ欠
乏時)

9609中止 95ｺｰﾄﾞ化

KN K N:324 KN324 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ｴﾝﾄﾚｿﾞﾝ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 小林化工 経口血糖降下剤 0706中止 ﾋｰﾄ2.5mg再記
載，裏商品名記載 98ﾋｰﾄ
変更(2.5mg削除) 920710
収載

KN KN 325 KN325 40mg:40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐﾗﾝ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 経口血糖降下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘﾐﾗﾝ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

KN KN 326 KN326 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾛｿﾞﾘﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 小林化工 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ｿﾛｿﾞ
ﾘﾝ錠)
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KN KN 328 KN328 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾈﾙﾐﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

小林化工・富士製薬工業 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾈﾙﾐﾝ錠)

KN KN 329 KN329 100mg 裸錠 白 無 ｱﾙｷｻ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 小林化工 胃炎，胃･十二指腸潰瘍
用剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｷｻ錠)

KN KN 330 KN330 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓﾀｯﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 小林化工 経口蛋白分解酵素阻害
剤

00ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 960705収載

KN KN 331 KN331 200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｺﾊﾞｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 小林化工 骨粗鬆症治療剤 0806商品名変更(前:ｺﾊﾞｽ
ﾃﾝ錠)

KN KN 332 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/淡黄 ｵﾑﾅｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ 小林化工 消化酵素剤 9603中止
KN KN 333 KN333 100mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠）
KN KN 335 KN335 50mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載
KN KN 337:0.2 KN337 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善

剤
旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢MEEK｣に変更)
明治製菓とﾋｰﾄ異なる
050708収載

KN KN 337:0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢MEEK」に変更)
小林化工とﾋｰﾄ異なる
050708収載

KN KN 337:0.2 KN337 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.2) 明治製菓とﾋｰﾄ異な

KN KN 338:0.3 KN338 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢MEEK｣に変更)
明治製菓とﾋｰﾄ異なる
050708収載

KN KN 338:0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢MEEK｣に変更)
小林化工とﾋｰﾄ異なる
050708収載

KN KN 338:0.3 KN338 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.3) 明治製菓とﾋｰﾄ異な

KN KN 354:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KN KN 355:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KN KN 356:1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KN KN 357:3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KN KN 403 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾘｵﾀﾞﾝ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 小林化工 合成抗菌剤 9609中止 940708収載
KN KN 405 KN405 30mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾄﾐﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 小林化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｾﾙﾄ

ﾐﾄﾞ錠)
KN KN 408 KN408 25mg 裸錠 微黄 無 ｹﾞｼﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 0812商品名変更(前:ｹﾞｼﾝ

錠)
KN KN 409 KN409 100mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾝﾄ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 小林化工･科研製薬，全

星薬品，ﾏｲﾗﾝ製薬
抗ﾘｳﾏﾁ剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
KN KN 414 KN414 裸錠 淡黄 無 ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠125｢KN｣ ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg 小林化工 前立腺癌治療剤 020705収載
KN KN 415 KN415 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ錠200「KN」 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg 小林化工-ﾏﾙｺ製薬 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害

剤，気管支喘息治療剤
030704収載

KN KN 503 糖衣錠 黄 無 ｱｸﾁﾋﾞﾝ錠10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 小林化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0001中止
KN K.N:515 KN 515 裸錠(小判型) 黄～淡褐黄 無 ﾗｸﾄﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 小林化工 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9509中止
KN KN701 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ｱｰﾏｲｶﾌﾟｾﾙ250 ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg 小林化工 化学療法剤 00頃ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
KN K N:706 裸錠(長円形) 灰褐 有 ﾒﾅﾘｷｼﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 小林化工 合成抗菌剤 9302中止
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KN KN･907  KN･907 KN 907 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/黄 ｳﾘﾌﾟﾛｽｶﾌﾟｾﾙ 小林化工 排尿障害治療剤 0905中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｳﾘﾌﾟ
ﾛｽ)

KNM μ g:250μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾈｵﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｷｯｾｲ薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0410中止
KNM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾈｵﾏｲﾄﾞ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｷｯｾｲ薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0410中止
KNORAMIN NPI-217B KNORAMIN 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾉﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 95中止
KNS KNS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾉｰﾌﾟｼﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 東洋新薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8905中止
KNS SW-020 200:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ｹﾝﾄﾝS ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新：ｹﾝﾄﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ200ｍｇ) 0002色変
更(以前:橙赤透明) 99ﾋｰ
ﾄ裏記号(SW-KNS)削除

KNT Tw KNT Tw.KNT 裸錠 白 有 ｺｽﾐﾅｰﾙ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 東和薬品 抗精神病剤 95中止
KNT 裸錠 白 有 ｷﾉﾄﾐﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0807中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ｷﾉﾄ
ﾐﾝ錠)，本体ｺｰﾄﾞ追加

KNZEO KN258 糖衣錠 白 無 ｾﾞｵﾀｲﾄ L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 小林化工 気道粘液溶解剤 0203中止 96記号変更
(KN-ZEO削除)

KO K O KTB112 1mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢KO｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 寿製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載 3mg錠と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

KO K O KTB113 3mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢KO｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 寿製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載 1mg錠と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

KO KO KTB107 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢KTB｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 寿製薬 5‐HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

KO KO KTB106 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢KTB｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 寿製薬 5‐HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

KO CH 裸錠 白 有 ｺﾃﾞｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬･ﾒﾙｸ製薬 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(0611迄) 0607販
売会社社名変更 0603ﾋｰ
ﾄ表15mg追加 920710収

KO Y KO60 Y-KO60:Y-KO60 60mg 裸錠 極薄紅 有 ｺﾊﾞｿﾆﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0208中止 0110社名変更
0006製造元変更(小林薬
工)

KO Tu KO-250 裸錠 白～微黄白 無 ｶﾙｿﾝﾄ錠｢250｣ ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 筋緊張性疼痛疾患治療
KOB KTB 42 15mg KTB42:15mg 裸錠 白 有 ｺﾄﾌﾞﾛｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 寿製薬 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾄﾌﾞﾛｰﾙ錠)
KOBA YD 054 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾌﾟﾘﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 小林薬学工業 ACE阻害剤 陽進堂のｵﾝﾌﾙｰﾙ錠

12.5mg(ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KOBA n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 970711収載 日医工のｺﾘ
ﾈｰﾙL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

KOBA n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 日医工のｺﾘﾈｰﾙL錠
20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

KOBA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ錠40mg
｢KOBA｣

酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 小林薬学工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

中止 9808のみ製造
980710収載

KOBA 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢
KOBA｣

ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 小林薬学工業 精神神経安定剤 9809中止 980710収載

KOBA 裸錠 白 無 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ錠25mg｢
KOBA｣

ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 小林薬学工業 前立腺肥大症治療剤 中止 980710収載

KOBA KYK 317 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢
KOBA｣

塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 小林薬学工業-日医工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0704迄)，承継に
伴い(日医工へ) 0406本
体ｺｰﾄﾞ追加

KOBA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ
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KOBA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
1.0μ g(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

KOR KTB 45 KTB45 100mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺｰﾄﾘｽﾞﾑ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 寿製薬･ｱｲﾛﾑ製薬，持田
製薬

抗血小板剤 0604販売元社名変更(前:
小林製薬工業) 03頃ﾋｰﾄ
裏KOR削除

KOWA 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ錠 ｾﾝﾅｴｷｽ 40mg 興和新薬 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9702ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KOWA 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ錠40mg ｾﾝﾅｴｷｽ 40mg 興和-興和創薬 緩下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ
錠) 0310本体ｺｰﾄﾞ両面→
片面一括

KOWA 糖衣錠 白 無 ｶﾗﾄﾞﾘﾝｺｰﾜ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 興和新薬 循環不全治療剤 9911中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9602色

KOWA 糖衣錠 白 無 ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 興和-興和創薬 消化性潰瘍･胃炎･慢性
肝疾患治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ
錠)

KOWA 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾚｽﾄﾝｺｰﾜ ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 興和新薬 消炎･中枢性筋弛緩剤 8908中止
KOWA 糖衣錠 橙 無 ｽﾒﾙﾓﾝｺｰﾜ糖衣錠 興和新薬 咳嗽治療剤 9307中止
KOWA KOWA KWP-22 裸錠 白 有 ﾘﾌﾟﾄﾆﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 抗めまい剤 9203中止
KOWA 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｾﾁﾞﾝｺｰﾜ 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 興和新薬 虚血性心疾患治療剤 9207中止
KOWA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/白 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 興和新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0111中止 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ

錠と本体ｺｰﾄﾞ同じ
KOWA 裸錠 白 無 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 興和新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0111中止 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ

ｶﾌﾟｾﾙと本体ｺｰﾄﾞ同じ
KOWA 裸錠 白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興和新薬 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9704ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KOWA 裸錠 白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興和 高尿酸血症治療剤 0711中止 051216収載(商

品名変更に伴い，前:ｱﾛ
ﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠) 0310本体
ｺｰﾄﾞ記載

KOWA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾊﾟﾗﾌｪﾉﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ 興和新薬 前立腺障害改善剤 9705中止
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾆﾝｺｰﾜ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 興和新薬 頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾆﾝｺｰﾜ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 興和-興和ﾃﾊﾞ 頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興和

創薬) 0310本体ｺｰﾄﾞ044
裏→表

KOWA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾍﾞﾄﾞﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 興和新薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9401中止 900713収載
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg 興和新薬 代謝性賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9704ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308本体ｺｰﾄﾞ両面→片

面 0212ﾋｰﾄ変更（裏A・20
削除等）

KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠30 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 興和新薬 代謝性製剤 9304中止
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠60 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
60mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308錠剤ｺｰﾄﾞ印刷両面

→片面 9706ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾊﾞﾛ錠1mg ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 1mg 興和-興和創薬，第一三
共

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0610販売会
社社名変更，統合に伴い
(前:興和) 030912収載

KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄黄赤 有 ﾘﾊﾞﾛ錠2mg ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 2mg 興和-興和創薬，第一三
共

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0801本体色変更(前:白)，
割線追加 0704社名変更
(統合に伴い，前:三共)

KOWA 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和新薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0301迄) 9708ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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KOWA 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠150 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 050610品名変更(前：
MDSｺｰﾜ錠) 0310本体ｺｰ
ﾄﾞ位置変更（両面→片面

KOWA 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 0310本体ｺｰﾄﾞ位置変更
（両面→片面一括） 0302
ﾋｰﾄM・300削除，300mg
追加

KOWA 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠5 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1103中止
KOWA 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠10 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1203中止
KOWA 糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
KOWA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 中止，9304薬価削除 ﾗﾝ

ﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠と本体ｺｰﾄﾞ
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠 ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0206ﾋｰﾄ裏R･D削

除) ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ
(中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠30mg ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和-興和創薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症・鎮
痛・解熱剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ
錠) ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ
(中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KOWA 糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205ﾋｰﾄ裏C･L100

削除) 9702ﾋｰﾄ裏商品名
記載

KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 興和-興和創薬 虚血性心疾患 0206ﾋｰﾄ変更
KOWA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0303ﾋｰﾄ裏R･C1削除等
KOWA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0304ﾋｰﾄ裏R･C2削除等
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 8902中止
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 9703中止
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 3mg 興和新薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ
KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠3 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 3mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 010706収載(商品名の変

更 前:ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙ錠)
KOWA 裸錠 白 有 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠6 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 6mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（裏ｺｰﾄﾞ Ｈ・

Ｄ6削除） 9705ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 900601収

KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205まで) 9702ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KOWA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 興和-興和創薬 虚血性心疾患 0310本体ｺｰﾄﾞ両面→片
面一括 0205ﾋｰﾄ変更

KOWAKK KK 560:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｺｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

救急薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 1001販売元変更(前:興和
創薬，興和)

KOWAKK KK 561:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｺｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

救急薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 1001販売元変更(前:興和
創薬，興和)

KP KP 007 KP-007 250mg:250mg 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 杏林製薬 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾝﾀｻ錠250)
0810ｺｰﾄﾞ変更

KP KP 011 KP-011 500mg:500mg 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠500mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 杏林製薬 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾝﾀｻ錠500)

KP 裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

KP EISAI KP025 Eisai KP025 裸錠 白 無 ｷﾓﾌﾟｼﾝﾊﾞｯｶﾙ ｷﾓﾄﾘﾌﾟｼﾝ 6000NFｷﾓﾄﾘ
ﾌﾟｼﾝ単位

ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9308中止

KP KP 062 裸錠 白 無 ﾎﾝﾊﾞﾝ錠100mg ﾎｽﾌｪｽﾄﾛｰﾙ 100mg 杏林製薬 前立腺癌治療剤 0710頃中止 0307ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP KP 071 糖衣錠 白 無 ｺﾌﾐﾝ錠｢杏林｣ 杏林製薬 鎮咳剤 0309頃中止 97ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP KP 077 裸錠 白 有 ﾍﾞﾊｲﾄﾞ錠4mg ﾍﾞﾝﾁﾙﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 4mg 杏林製薬 利尿・降圧剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾊｲﾄﾞ)
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KP KP 082 糖衣錠 白 無 ﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ錠 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸 150mg 杏林製薬 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸製剤 9503中止
KP KP 085 裸錠(六角形) 赤橙 有 ﾍﾞﾊｲﾄﾞRA配合錠 杏林製薬 血圧降下剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾊｲﾄﾞRA錠)
KP KP 105 裸錠(長円形) 白 有 ﾃﾞｱﾒﾘﾝS錠250mg ｸﾞﾘｸﾛﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 250mg 杏林製薬 経口血糖降下剤

(商品名変更に伴い，前:
ﾃﾞｱﾒﾘﾝS錠)

KP KP 110 KP-110 8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｾﾛﾝ錠8mg 塩酸ｲﾝｼﾞｾﾄﾛﾝ 8mg 杏林製薬-ﾔｸﾙﾄ本社 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0810ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元合併による変更に伴い
(前：日清ｷｮｰﾘﾝ製薬)

KP KP 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 小児用ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠50mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 50mg 杏林製薬 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

KP KP 117 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠<<ｷｮｰ
ﾘﾝ>>10mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309頃中止 97ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP KP 118 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠<<ｷｮｰ
ﾘﾝ>>30mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309頃中止 9707ﾋｰﾄ変
更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP KP 123 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｸﾁﾗﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 杏林製薬 鎮痙･流早産防止剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｸﾁﾗﾝ錠)

KP KP 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾙｸﾚﾝ錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 杏林製薬 代謝性製剤 9407中止
KP KP 151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾒﾌﾟﾘﾝ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 杏林製薬 血圧降下剤 0310中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KP KP 160 裸錠 白 無 ｺﾚｷｻﾐﾝ錠200mg ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 杏林製薬 脂質代謝･末梢血行改善

剤
変更(前:ｺﾚｷｻﾐﾝ錠) 0307
ﾋｰﾄ裏200mg追加等

KP KP 177 糖衣錠 白 無 ｱｷﾞﾌﾄｰﾙS錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 杏林製薬 解毒剤 0312頃中止 97ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP KP 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｮｰﾘﾅｰｾﾞ錠10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 杏林製薬 消炎酵素剤 0006中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP ｳﾘﾄｽ 0.1 KP-197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｳﾘﾄｽ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 杏林製薬 過活動膀胱治療剤 070608収載

KP 耳:KP-215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌﾙﾌｨｰﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 杏林製薬 抗悪性腫瘍剤 0008中止
KP 耳:KP-216 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾐｴﾌﾞﾛｰﾙ ﾐﾄﾌﾞﾛﾆﾄｰﾙ 50mg 杏林製薬 抗悪性腫瘍剤 0010中止
KP KP-224 KP-224 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡褐 ｲﾝｽﾐﾝ10 ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 杏林製薬 睡眠導入剤 0612頃中止 0307ﾋｰﾄ裏

mg追加等 9707ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP KP-230 KP-230 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡褐 ｲﾝｽﾐﾝ15 ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 杏林製薬 睡眠導入剤 0612頃中止 0307ﾋｰﾄ裏
mg追加等 97ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP KP 245 糖衣錠 白 無 ｼﾞｪﾌﾛﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 杏林製薬 抗めまい剤 0312中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP KP 247 糖衣錠 白 無 ﾍｸﾄ･M錠 杏林製薬 片頭痛用剤 97ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

KP KP 251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｮｰﾘﾅｰｾﾞ錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 杏林製薬 消炎酵素剤 0006中止 9707ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP KP 256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 杏林製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

商品名変更に伴い(前:ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠)

KP KP-259 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

帯黄白 ﾚﾏｰﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 杏林製薬 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

KP KP 262 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾋﾟﾛｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 杏林製薬 微小循環改善剤 9903中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP KP 264 裸錠 黄～橙 無 ｶﾙﾃﾞｨｯｸ･Q錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 杏林製薬 うっ血性心不全用剤 0312中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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KP KP 296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧本体（0402頃まで），本
体商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
0208ﾋｰﾄ裏変更 9612ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ

KP ｱﾌﾟﾚｰｽ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KP KP 305 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 気管支喘息，脳血管障害

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(0306迄) ，本体商
品名記載，ｺｰﾄﾞ削除

KP ｹﾀｽ 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害剤，
脳血管障害･気管支喘息
改善剤

0609頃ﾋｰﾄ裏記号変更

KP KP 371 裸錠 薄赤 無 ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞﾙ
錠5) 0703ﾋｰﾄ裏記号変

KP KP 372
372

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｷﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾌﾟﾚｽ錠10)

KP KP 374 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

明るい灰黄 無 ｷﾌﾟﾚｽ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

080418収載

KP ｶﾞﾁﾌﾛ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾁﾌﾛ錠100mg ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 100mg(ｶﾞﾁﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

杏林製薬 広範囲経口抗菌薬 0809中止 0612ﾋｰﾄ裏記

020607収載 大日本住友
のものとﾋｰﾄ異なる

KP KP 711
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 杏林製薬 広範囲経口抗菌剤(ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ系)

1009本体小型化

KP KP 721
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 杏林製薬 広範囲経口抗菌剤(ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ系)

KP KP 777 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 杏林製薬 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

ﾌｨﾙﾑ
KP KP 811 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞﾛｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 杏林製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0406中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

KP KP 833 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞﾛｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 杏林製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0406中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

KPC Tw.KPC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾌﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 92中止
KPC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠50mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 気道粘液溶解剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠）
KPC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 気道粘液溶解剤 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

KPH KPh:101 GC4230 裸錠 黄～黄褐 有 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟｼﾞｮﾝ-ﾐﾄﾞﾘ十
字

潰瘍性大腸炎治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9609製
造元社名変更 9503本体
刻印

KPH KPh:101 GC4240 裸錠(楕円形) 黄～黄褐 有 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧﾙﾏｼｱ-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 潰瘍性大腸炎治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9808ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KPH KPh:101 KPh101 裸錠(楕円形) 黄～黄褐 有 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ 潰瘍性大腸炎治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠)

KPH KPh:102 KPh102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性，楕円形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ-参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN
錠) 0304製造社名変更
（統合に伴い）
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KPH KPh:250 KPh250 250mg 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ(楕円)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ-参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0304製造社名変更（統合
に伴い） 0308製造元変更
（前：ﾌｧﾙﾏｼｱ） 020705収
載

KR KR01 250 KR01 250：250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｫｽﾌﾞﾛｯｸ錠250mg 塩酸ｾﾍﾞﾗﾏｰ 250mg 協和発酵ｷﾘﾝ 高ﾘﾝ血症治療剤（ﾘﾝ結合
性ﾎﾟﾘﾏｰ）

0810社名変更，合併に伴
い(前:ｷﾘﾝﾌｧｰﾏ) 0707社
名変更(前:麒麟麦酒)

KR KR002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｷｮｳﾍﾞﾘﾝ錠100 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ 100mg 大峰堂薬品工業-日本化
薬

整腸剤 0502製造元変更(前：日
本ﾍｷｻﾙ)

KR KR 02:KR 02 KR02:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑～淡黄
緑

無 ﾚｸﾞﾊﾟﾗ錠25mg 塩酸ｼﾅｶﾙｾﾄ 25mg(ｼﾅｶﾙ
ｾﾄとして)

協和発酵ｷﾘﾝ 二次性副甲状腺機能亢
進症治療剤（ｶﾙｼｳﾑ受容
体作動薬)

0810社名変更，合併に伴
い(前:ｷﾘﾝﾌｧｰﾏ)

KR KR 03:KR 03 KR03:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾚｸﾞﾊﾟﾗ錠75mg 塩酸ｼﾅｶﾙｾﾄ 75mg(ｼﾅｶﾙ
ｾﾄとして)

協和発酵ｷﾘﾝ 二次性副甲状腺機能亢
進症治療剤（ｶﾙｼｳﾑ受容
体作動薬)

0810社名変更，合併に伴
い(前:ｷﾘﾝﾌｧｰﾏ)

KR SW 693 SW-693 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ50)
0308ﾋｰﾄ変更，表50追加
等 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR50)削除

KR SW 694 SW-694 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ100)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR100)削除

KR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
KR TU KR TU KR 500:TU KR 500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｸｲﾝｽﾛﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 辰巳化学 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
101119収載

KR KR500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9306中止
KR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/青 L-ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

KRH KRH102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ｸﾚﾊ-第一三共 慢性腎不全用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200)

KRM KRM 100 KRM100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾙｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0905発売
KRM KRM 104:2.5 KRM104 2.5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢

KRM｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載

KRM KRM 105:5 KRM105 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
KRM｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載

KRM KRM 106:50 KRM106 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢KRM｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

KRM KRM 107:100 KRM107 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢KRM｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

KRM KRM 108:10 KRM108:10mg 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞﾄｰﾙ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載

KRM KRM 109:20 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞﾄｰﾙ錠20 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

KRM KRM 110 KRM110 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢KRM｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
KRM KRM 112:10 KRM112:10mg 裸錠 薄桃 有 ﾌｧﾙﾌﾟﾘﾙ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
101119収載

KRM KRM 113:2 KRM113 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg｢
KRM｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

100528収載

KRM KRM 114:8 KRM114 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8mg｢
KRM｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

100528収載

KRM KRM 118 KRM118 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
KRM｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，日本薬品工業

広範囲経口抗菌製剤 090515収載
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KRM 25 KRM119 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢杏林｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

KRM KRM 120 KRM120 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢杏林｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

KRM KRM 121 KRM121 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢杏林｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

KRM KRM 122 KRM122 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢杏林｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KRM KRM 123 KRM123 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢杏林｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KRM KRM 124 KRM124 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢杏
林｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

KRM KRM 125 KRM125 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢杏
林｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

KRM KRM 126 KRM126 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢杏林｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
KRN IC-511 KRN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾙﾉﾏﾁﾝ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg ｲｾｲ 抗菌性化学療法剤 0812商品名変更(前:ｶﾙﾉ

ﾏﾁﾝ)
KRZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患，ｹﾛｲﾄﾞ･

肥厚性瘢痕治療剤
050610商品名変更(前:ﾘ
ｻﾞﾍﾞﾝ)

KS KS 裸錠 白 無 ｶｽﾀﾛｰﾙ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 東京田辺製薬 利尿降圧剤 9210中止
KS KS-1 糖衣錠 赤橙 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25｢小林｣ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 小林製薬工業 冠血管拡張･抗血小板剤 9706中止
KS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗｼﾞｪﾝ錠5mg 塩酸ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 5mg キッセイ薬品工業 口腔乾燥症状改善薬 050916収載
KS Tu-KS 050 Tu KS-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸｼｾﾐﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ β 遮断剤 920710収載
KS Tu KS･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｶｾｿﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 辰巳化学 脂質代謝改善剤 96中止
KSK 101：KSK KSK101 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg「ｸﾆﾋﾛ」 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 皇漢堂製薬 H2受容体拮抗剤 101119収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠「ｸﾆ
ﾋﾛ」200mg)

KSK 102：KSK KSK102 裸錠 白 有 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠「ｸﾆﾋ
ﾛ」15mg

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 皇漢堂製薬 気道潤滑去痰剤 0307収載

KSK 103：KSK KSK103 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠「ｸﾆ
ﾋﾛ」60mg

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg（無水
物として）

皇漢堂製薬 鎮痛・抗炎症・解熱剤 0307収載

KSK 104：KSK KSK104 裸錠 白 無 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ錠「ｸﾆﾋﾛ」
4mg

塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 皇漢堂製薬 気道粘液溶解剤 0407収載

KSK 105：KSK KSK105 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠「ｸﾆﾋﾛ」30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 皇漢堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0407収載
KSK KSK106 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 皇漢堂製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0611発売，承継に伴い

(前:東海ｶﾌﾟｾﾙより)
KSK KSK107 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 皇漢堂製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0611発売，承継に伴い

(前:東海ｶﾌﾟｾﾙ)
KSK KSK 110 KSK110 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｸﾆ

ﾋﾛ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 皇漢堂製薬 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

KSK KSK 111 KSK111 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｸ
ﾆﾋﾛ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 皇漢堂製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

KSK KSK 117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢ｸﾆﾋﾛ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 皇漢堂製薬 H2受容体拮抗剤 1012発売 ﾊﾞﾗのみ
KSKIOI 101：KSK KSK101 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg「ｸﾆﾋﾛ」 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 皇漢堂製薬 H2受容体拮抗剤 101119収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠「ｸﾆ
ﾋﾛ」200mg)

KSL K 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KSL K 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)  990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KSS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗｼﾞｪﾝ錠5mg 塩酸ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 5mg キッセイ薬品工業 口腔乾燥症状改善薬 050916収載
KT KT:IW 裸錠 白 有 ｶﾄﾚｯｸｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 岩城製薬 利尿降圧剤 0305中止 91ｺｰﾄﾞ化
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KT SW-141 SW-141 1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg（ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として）

沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ｹﾄﾃ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0306ﾋｰﾄ変更
98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-

KT KT 2:☆ORGANON KT2:2mg 裸錠 白 無 ﾚｽﾀｽ錠2mg ﾌﾙﾄﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg MSD 持効性心身安定剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ･万有
製薬)

KT Tu KT-005 裸錠 白 有 ｶﾙﾃｲﾝ錠｢5｣ 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg 辰巳化学 気管支拡張剤 9212中止
KT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾝﾃｯｸ錠200mg ﾏﾛﾁﾗｰﾄ 200mg 第一三共 肝蛋白代謝改善剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾝﾃｯｸ錠)
KT MO 311 MO311 糖衣錠 緑 無 ｷﾓﾀﾌﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､結晶ﾄﾘﾌﾟｼﾝ 50mg，1mg 持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞ錠)
KT KT 800 KT800 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢興和ﾃ

ﾊﾞ｣
ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 興和ﾃﾊﾞ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

KT KT 801 KT801 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢興和ﾃ
ﾊﾞ｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 興和ﾃﾊﾞ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KTB KTB Z 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾞﾄﾁﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 寿製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810頃中止
KTB KTB 11 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉富

薬品
末梢性神経障害治療剤 0112中止 8710本体追加

KTB KTB 11 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬-杏林製薬 末梢性神経障害治療剤 0105中止 ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

KTB KTB 11 KTB-11 0.5mg:0.5mg 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 末梢性神経障害治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

KTB KTB 21 MYO･50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 寿製薬 筋緊張･循環改善剤 旧ﾋｰﾄ 9206変更
KTB KTB 21 KTB-21 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 寿製薬・昭和薬品化工，

高田製薬
筋緊張･循環改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠)
KTB KTB 22 KTB22:POL･2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ2mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
960705収載

KTB KTB 23 KTB23:POL･3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ3mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

960705収載

KTB KTB 24 KTB-24 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠20mg｢KT｣ 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 寿製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
KTB KTB 25 KTB25 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾅﾙﾄﾞｰｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 寿製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
KTB KTB 26 5mg KTB26:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢

KTB｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 寿製薬･三和化学研究所 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

KTB KTB 27 10mg KTB27:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
KTB｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 寿製薬･三和化学研究所 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

KTB KTB 30 100mg KTB30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢KTB｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 寿製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
KTB KTB 34 KTB34 錠剤 淡青 有 ﾏｰｽﾞﾚﾝ配合錠0.5ES ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳ

ﾑ，L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ
1mg、330mg 寿製薬・ｾﾞﾘｱ新薬工業 胃炎･潰瘍治療剤 080704収載

KTB KTB 41 KTB-41:CAM 0.25 裸錠 青 有 ｶﾑﾘﾄﾝ0.25mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 寿製薬 睡眠導入剤 920710収載
KTB KTB 42 15mg KTB42:15mg 裸錠 白 有 ｺﾄﾌﾞﾛｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 寿製薬 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾄﾌﾞﾛｰﾙ錠)
KTB KTB 43 KTB43 200mg:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｱﾝﾌﾞｼﾞｰﾙ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 寿製薬 骨粗鬆症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝﾌﾞｼﾞｰﾙ錠)
KTB KTB 43 OST 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾄﾗｰﾙ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 寿製薬 骨粗鬆症治療剤 9707中止 960705収載
KTB KTB 44 KTB-44 60mg:60mg 裸錠 淡紅 有 ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 寿製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠)
KTB KTB 45 KTB45 100mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺｰﾄﾘｽﾞﾑ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 寿製薬･ｱｲﾛﾑ製薬，持田

製薬
抗血小板剤 0604販売元社名変更(前:

小林製薬工業) 03頃ﾋｰﾄ
裏KOR削除

KTB KTB 46 KTB46 50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｺｰﾄﾘｽﾞﾑ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 寿製薬・ｱｲﾛﾑ製薬 抗血小板剤 091113収載
KTB KTB 47 1mg KTB47 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢

KTB｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 寿製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
091113収載

KTB KTB 48 2mg KTB48 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
KTB｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 寿製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

KTB KTB 49 4mg KTB49 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
KTB｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 寿製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載
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KTB KTB 67 KTB89 67mg:67mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ67mg｢
KTB｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 寿製薬 高脂血症治療剤 101119収載

KTB KTB 67 KTB67 錠剤 淡青 無 ﾏｰｽﾞﾚﾝ配合錠1.0ES ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳ
ﾑ，L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ

2mg，660mg 寿製薬・ｾﾞﾘｱ新薬工業 胃炎・潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｰｽﾞﾚﾝES錠)

KTB KTB 67 KTB89 67mg:67mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ67mg｢
KTB｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 寿製薬 高脂血症治療剤 101119収載

KTB KTB 100 KTB111 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg
｢KTB｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 寿製薬 高脂血症治療剤 101119収載

KTB KO KTB106 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢KTB｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 寿製薬 5‐HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

KTB KO KTB107 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢KTB｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 寿製薬 5‐HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

KTB KTB 100 KTB111 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg
｢KTB｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 寿製薬 高脂血症治療剤 101119収載

KTB K O KTB112 1mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢KO｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 寿製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載 3mg錠と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

KTB K O KTB113 3mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢KO｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 寿製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載 1mg錠と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

KTB KTB114 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ1mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

101119収載

KTB KTB 250 KTB250 錠剤 淡青 有 ﾏｰｽﾞﾚﾝ配合錠0.375ES ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳ
ﾑ，L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ

0.75mg，
247.5mg

寿製薬 胃炎･潰瘍治療剤 091113収載

KTBC KTB C-1 KTB-C1:CAG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶｸﾞﾀﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 寿製薬 止瀉剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｸﾞﾀﾞﾘﾝｶﾌﾟｾ

KTBM KTB-M 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
KTB｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 寿製薬･持田製薬 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

KTBRB KTB RB10 KTB RB10 裸錠 黄橙 有 ﾗｺﾋﾞｰﾙ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 寿製薬 代謝性強心剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｺﾋﾞｰﾙ錠)

KTBS KTB S1 25mg KTB S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 寿製薬 狭心症･不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)

KTBS KTB 25 KTB25 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾅﾙﾄﾞｰｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 寿製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
KTBS KTB-S2  KTB-S2 50mg KTB S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 寿製薬 狭心症･不整脈治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｽｶｼﾞﾛｰﾙ50ｶ
ﾌﾟｾﾙ)

KTM KTM 裸錠 白 無 ｺﾄﾓｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 寿製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

旧ﾋｰﾄ

KTN SW-079 SW-KTN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｹﾝﾄﾝNｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 9409中止
KTS MO 316 MO316 糖衣錠 白 無 ｷﾓﾀﾌﾞS錠4万単位 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 40000ﾌﾞﾛﾒﾗｲ

ﾝ単位
持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞS4万単
位)

KTZ T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 9610
ﾋｰﾄ裏変更 9503本体刻

KU Tu KU･250 Tu KU･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｸﾘﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ｢250｣ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 辰巳化学 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 900713収載
KUT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾒﾘﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｷｯｾｲ薬品工業 切迫流･早産治療剤 040709収載，品名変更に

伴う（前：ｳﾃﾒﾘﾝ），ﾋｰﾄ変
KW KW 001 KW001:KW001 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽｹｰﾄ錠300mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg 共和薬品工業 無機質製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽｹｰﾄ錠)，

KW001等)
KW KW:002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠50mg ｽﾙﾁｱﾑ 50mg 共和薬品工業 抗てんかん剤 010926収載(商品名変更)

01承継(ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞより)
KW SEL 2.5:Kw 2.5:Kw SEL 2.5 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ｱ

ﾒﾙ｣
塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg 共和薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 060707収載

KW K W:003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠200mg ｽﾙﾁｱﾑ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤 010926収載(商品名変更)
01承継(ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞより)

KW KW 009 KW009 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｱﾎﾟｽﾄﾛﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 共和薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
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KW KW 332:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｽﾛｰ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0711本体記号332追加

KW KW 011:25 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 共和薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0703中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW 012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ錠25mg 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 共和薬品工業 抗うつ剤 990709収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW 013 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ錠50mg 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 抗うつ剤 990709収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW016 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ｱﾒﾙ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 共和薬品工業 消炎酵素剤 9205中止
KW KW 020 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾛｽﾊﾟﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 共和薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 0703中止 0504本体ｺｰﾄﾞ

追加 900713収載
KW KW OM20 20:KWOM20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg「ｱﾒﾙ」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

KW KW 333:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｽﾛｰ錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0711本体記号333追加

KW KW021 糖衣錠 淡黄 無 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ錠｢ｱﾒﾙ｣ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 共和薬品工業 抗めまい剤 9112中止
KW Kw 023:50 50:Kw023 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 共和薬品工業 高尿酸血症治療剤 101119収載
KW KW 025 KW025 10:KW025 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠10mg｢ｱﾒ

ﾙ｣
塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

KW KW 026 KW026 20:KW026 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠20mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

KW KW 027 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ錠500mg ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝｺﾁﾙ) 0208
承継（日本ﾛｼｭより）

KW KW 028 100:KW028 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 共和薬品工業 高尿酸血症治療剤 0507発売
KW 20 KW029 KW029 20:KW029 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 9607中止 940708収載
KW 20 KW029 KW029 20:KW029 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤

>KW) 000707再収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW 40 KW030 KW030 40:KW030 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 9607中止 940708収載
KW 40 KW030 KW030 40:KW030 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤

>KW) 000707再収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｱｽﾋﾟｿﾞﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 共和薬品工業 消炎鎮痛剤 9205中止
KW KWP 34 KWP-34 125 裸錠 白 無 ﾄﾗｰﾑ ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 筋弛緩剤 9206中止
KW KW056 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ｱﾒﾙ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 共和薬品工業 消炎酵素剤 9205中止
KW KW 060 2.5:KW060 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤

持続性Ca拮抗薬
080704収載

KW KW 061 5:KW061 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗薬

080704収載

KW KW067 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100｢ｱﾒﾙ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 共和薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9112中止
KW 070 KW070:KW070 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0610迄)

>KW等)
KW KW 070 KW070:KW070 20mg 糖衣錠 白 無 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0703中止 0610本体ｺｰﾄﾞ

(KW)追加，色変更，剤型
変更

KW KW:076 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｾﾞﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0703中止 960705収載
KW KW078 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｳｨﾙﾎﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 脳循環代謝改善剤 9205中止 900713収載
KW KW 080 KW080:KW080 5mg 裸錠 淡黄赤 有 ｴﾅﾗｰﾄ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 共和薬品工業 持続性ACE阻害剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW KW 081 裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾄﾋﾟｸﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 980710収載
KW KW 082 KW082:KW082 10mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗｰﾄ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 共和薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
100528収載

KW KW 087:1 裸錠 白 有 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 共和薬品工業 睡眠剤 010706収載
KW KW 088:2 裸錠 白 有 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 2mg 共和薬品工業 睡眠剤 010706収載
KW 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄透明 ｴﾊﾟﾛｰｽｶﾌﾟｾﾙ300mg ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 共和薬品工業 EPA製剤 980710収載
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KW KW 090 50：KW090 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg「ｱﾒ ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 共和薬品工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
KW KW 091:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾁｾﾀﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 共和薬品工業 精神安定剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW KW 092:1 KW092 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾁｾﾀﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 共和薬品工業 精神安定剤 920710収載
KW KW 095 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾐﾄﾞ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 抗てんかん剤 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW KW 097 裸錠 白 有 ｱｷﾘﾃﾞﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW KW108 糖衣錠 橙 無 ｷｮｰﾜﾐﾝD錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｱﾙｺﾙﾋﾞﾝ酸 250mg， 共和薬品工業 解熱鎮痛剤 9203中止
KW KW121 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｮﾜｶﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 共和薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 03～04頃中止 900713収

載
KW KW122 糖衣錠 緑 無 ｺﾌｺﾃﾞ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 共和薬品工業 非麻薬性鎮咳剤 9205中止
KW KW126 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠500｢ｱﾒﾙ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 共和薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9205中止
KW KW 127 KW127:KW127 裸錠 白 無 ｶｰﾑﾀﾞﾝ錠0.4mg ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 060609収載(商品名変

更，前:ｶｰﾑﾀﾞﾝ錠0.4)
920710収載

KW KW  130 KW130:KW130 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｹｼﾞﾌｪﾝ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 共和薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｹｼﾞﾌｪﾝ錠)

KW KW 131 KW131 裸錠 白 有 ｺﾌﾁﾐ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 共和薬品工業 気道粘液溶解剤 0703中止 04頃本体ｺｰﾄﾞ
追加

KW KW133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾛﾅﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業 微小循環改善剤 9008中止
KW KW 135 KW135 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｺｱｷﾞｭﾗｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 共和薬品工業 抗血小板剤 9104中止
KW KW 136 KW136 裸錠 白 有 ﾆｺﾓｰﾙ錠｢ｱﾒﾙ｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 共和薬品工業 脂質代謝改善剤 9205中止
KW KW 139 139:KW139 裸錠 白 有 ｺﾙﾀｺﾞﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 共和薬品工業 循環改善剤 0703中止 舌下錠
KW KW 152 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｺﾛﾅﾌｨﾘﾝL錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 共和薬品工業 持続性脳微小循環改善

剤
9909中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW 155 KW155 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞｽﾄﾛﾒｯﾄ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 共和薬品工業 H2受容体拮抗剤 0703中止 900713収載
KW KW 156 裸錠 白 無 ｶｰﾑﾀﾞﾝ錠0.8mg ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 100528収載 ﾊﾞﾗ包装の
KW KW 157 157:KW157 裸錠 白 有 ｶﾎﾟﾃｯｸ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 共和薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
0703中止 970711収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW 161：CBZ 100 KW161 100:KW161
CBZ100

裸錠 白～微黄白 有 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 共和薬品工業 抗てんかん剤･躁状態治
療剤

0505本体刻印CBZ100追
加，ﾋｰﾄ変更 010706収載

KW KW 162：CBZ 200 KW162 200:KW162
CBZ200

裸錠 白～微黄白 有 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤･躁状態治
療剤

0506本体刻印追加
(CBZ200） 010706収載

KW KW 168 15mg 15:KW168 15 裸錠 微黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 070706収載
KW KW 169 20 20mg:KW169 20 裸錠 淡黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 080704収載
KW KW 170 KW170:170 裸錠 白 有 ｷｮﾜｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 共和薬品工業 経口血糖降下剤 0703中止 920710収載
KW KW 171:0.25 KW171:KW171 0.25 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 共和薬品工業・ﾏﾙﾎ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾙﾌｨｰﾅ錠
KW KW 172:0.5 KW172:KW172 0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 共和薬品工業・ﾏﾙﾎ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0806商品名変更(前:ｶﾙ

ﾌｨｰﾅ錠0.5)
KW KW 173:1.0 KW173:KW173 1.0 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 共和薬品工業・ﾏﾙﾎ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0806商品名変更(前:ｶﾙ

ﾌｨｰﾅ錠1.0)
KW KW174:KW174 3 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｶﾙﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1011発売
KW KW 175 KW175:KW175 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘﾚﾁﾝS錠25単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 共和薬品工業 循環障害改善剤

175->KW175) 051216収
載(商品名変更に伴い，
前:ｶﾘﾚﾁﾝS錠) 010907収
載(規格表示変更)

KW KW 177 KW177:KW177 裸錠 薄紅 有 ｶﾙｺｰﾊﾟ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

共和薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙｺｰﾊﾟ錠
100mg)

KW KW 178 0.25:KW178 0.25 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ｱﾒﾙ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080704収載
KW KW 179 1.0:KW179 1.0 裸錠 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ｱﾒﾙ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080704収載 十字割線
KW 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄白 ｶﾙﾏﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9608中止 900713収載

KW 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｶﾙﾏﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9608中止 900713収載
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KW KW 186 KW186 裸錠 白 有 ｺｰﾊﾟﾃﾞﾙ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 共和薬品工業 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 980710収載
KW KW 191：50 KW191 裸錠 白～淡黄 有 ｶﾞｳﾄﾏﾛﾝ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 共和薬品工業 高尿酸血症改善剤 0411本体刻印追加
KW KW201 糖衣錠 白 無 ｼﾞｪｽﾄﾐﾝ錠 ｵｻﾙﾐﾄﾞ 250mg 共和薬品工業 利胆剤 9008中止
KW KW205 KW205 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 精神情動安定，胃･十二

指腸潰瘍治療剤
9503中止

KW KW 210：50 210:KW210 50 裸錠 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 精神情動安定剤･視床下
部作用性抗潰瘍剤

旧品名(0506迄)，品名変
更に伴う(新：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠
50mg｢ｱﾒﾙ｣)

KW Kw 210：50 210:Kw210 50 裸錠 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 精神情動安定剤，視床下
部作用性抗潰瘍剤

0506販売，品名変更に伴
う(前：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠｢ｱﾒﾙ｣)

KW KW 212：100 212:KW212 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 旧品名(050610迄)，品名
変更(新：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠
100mg｢ｱﾒﾙ｣) 0410本体

KW Kw 212：100 212:Kw212 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100｢ｱ
ﾒﾙ｣)

KW KW217 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾞｼﾞﾄﾏｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9411再開 9204中止
900713収載

KW Kw 221 KW221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ｾﾎﾞﾄﾎﾞﾙ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

旧品名(080620ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸
ﾅﾄﾘｳﾑ錠200ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣に
変更) 0402本体ｺｰﾄﾞ追加

KW Kw 221 KW221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠200mg
｢ｱﾒﾙ｣

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾎﾞﾄﾎﾞﾙ錠)

KW KW 222：200 222:KW222 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 旧品名(050610迄)，品名
変更に伴う(新：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ
錠200mg｢ｱﾒﾙ｣)

KW Kw 222：200 222:Kw222 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg｢ｱﾒﾙ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 精神情動安定剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200「ｱ
ﾒﾙ｣)

KW KW 223:50 KW223 50:KW223 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠50mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ｽﾙﾄﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

共和薬品工業 抗精神病剤 100528収載

KW KW 225 225:KW225 裸錠 白 無 ｽﾃｱｺｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 共和薬品工業 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

0703中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ｽﾃｱ
ｺｰﾙ錠) 0403本体刻印追
加

KW KW 226 KW226 100:KW226 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠100mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 抗精神病剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠100)

KW KW 227 KW227 200:KW227 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠200mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg 共和薬品工業 抗精神病剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠200)

KW KW 230 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ｽﾀｰﾘｽ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 共和薬品工業 抗菌性化学療法剤 0004中止 9402再開 90中
止

KW 2:KW 231 KW231 2: KW231 2 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢
ｱﾒﾙ｣) 0512ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ変

KW 5:KW 232 KW232 5:KW232 5 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢
ｱﾒﾙ｣) 0512ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ変

KW KW 236 KW236 0.5:KW236 0.5 裸錠 白 無 ｾﾙﾏﾆﾙ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 100528収載
KW KW 237 KW237 1:KW237 1 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾆﾙ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0105本体割線追加

980710収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW 238 KW238 3:KW238 3 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾆﾙ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 980710収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW250:250 0.5mg 裸錠 白 有 ｽﾄﾛｰｹﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 共和薬品工業 α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ 0007中止 900713収載
KW KW 251 KW251:251 1mg 裸錠 淡橙 有 ｽﾄﾛｰｹﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 共和薬品工業 α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ 0007中止 900713収載
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KW 252 KW252 7.5:KW252 7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾛｰﾊｲﾑ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW 253 KW253 10:KW253 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾛｰﾊｲﾑ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW 255：5 KW255 5：KW255 5 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg「ｱﾒﾙ」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

KW KW 256:10 KW256 10:KW256 10 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載

KW KW 257:20 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ｱﾒﾙ｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

091113収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

KW KW 262 KW262:KW262 裸錠 白 有 ｿﾛﾑｺ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 共和薬品工業 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾛﾑｺ錠) 0202

KW KW 266 KW266:KW266 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶﾙﾎﾞﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 共和薬品工業 去痰剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｽｶﾙﾎﾞﾝ錠)

KW KW 268 5mg 5:KW268 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 共和薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

070706収載

KW KW 269 10mg 10:KW269 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

070706収載

KW KW 270 25:KW270 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾉｲﾘﾗｰｸ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 共和薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW 271 50:KW271 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾉｲﾘﾗｰｸ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW 276 KW276 25:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 9710製造販売
KW KW 277 KW277 50:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠50mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 9710製造販売
KW THEO-SLOW 100 裸錠 白(表面斑点

状)
有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬

工業
気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商

品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠100) 共和とﾋｰﾄ異な
る

KW THEO-SLOW 100 100:KW300 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｵｽﾛｰ錠100)
ｾﾞﾘｱとﾋｰﾄ異なる

KW KW308 KW308 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾄｺﾆﾁﾝ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 共和薬品工業 微小循環改善剤 9503中止
KW KW 311：2 裸錠 白 有 ﾁﾎﾞﾘﾝ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 0810中止 0410本体ｺｰﾄﾞ
KW KW315 糖衣錠 白 無 ﾁﾌﾞﾘﾝE腸溶錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 共和薬品工業 去痰･粘膜正常化剤 9008中止
KW KW316 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾁﾌﾞﾘﾝ錠100 塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 共和薬品工業 去痰剤 9205中止
KW Kw 319 糖衣錠 白 無 ﾄｯｶｰﾀ錠10mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0912中止 0506本体ｺｰﾄﾞ

追加
KW KW323 KW323 ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 共和薬品工業 不眠症治療剤 0203承継(日本ﾛｼｭより)
KW KW326 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｰﾛｲｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 共和薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9310中止 900713収載
KW 328:KW328 糖衣錠 淡青 無 ﾄﾗﾋﾟﾛｲﾄﾞ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 共和薬品工業 循環機能改善剤 9502中止
KW KW 329:100 329:KW329 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟﾛｲﾄﾞ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 共和薬品工業 狭心症治療剤 0703中止 04頃本体ｺｰﾄﾞ

追加
KW THEO-SLOW 200 200:KW330 裸錠 白(表面斑点

状)
有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃｵｽﾛｰ錠200)
ｾﾞﾘｱとﾋｰﾄ異なる

KW THEO-SLOW 200 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠200) 共和とﾋｰﾄ異な
る

KW KW 331 KW331:KW331 裸錠 白 有 ﾄﾘﾌｪｼﾞﾉﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 共和薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0612商品名変更(前:ﾄﾘﾌｪ
ｼﾞﾉﾝ錠)，ﾋｰﾄ裏記号変更

KW KW 332:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｽﾛｰ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0711本体記号332追加

KW KW 333:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｽﾛｰ錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0711本体記号333追加

KW KW350 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9010中止
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KW KW 350:5 KW350:KW350 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉｰｾﾞｱ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 共和薬品工業 消化管運動改善剤 100528収載
KW KW351 KW351 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾆﾄﾊﾞﾆｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 共和薬品工業 抗悪性腫瘍剤 9205中止
KW KW 352 KW352 糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠2mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg 共和薬品工業 神経安定剤 0210承継（ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳよ

り）
KW KW 353 KW353 糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠4mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg 共和薬品工業 神経安定剤 0210承継（ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳよ

り）
KW KW 355 糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠8mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg 共和薬品工業 神経安定剤 0210承継（ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳよ

り） ﾊﾞﾗのみ
KW KW ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100 100:KW357 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｱ

ﾒﾙ｣
ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 共和薬品工業 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経

機能改善剤
060707収載

KW KW ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200 200:KW358 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 共和薬品工業 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

KW KW360 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ｱﾒﾙ｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 共和薬品工業 催眠鎮静剤 9502中止
KW KW362 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅｯｸﾚｽLｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0703中止 000707収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW KW 363 KW363:KW363 裸錠 白 無 ﾅｯｸﾚｽ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 共和薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0703中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ﾅｯｸ
ﾚｽ錠)

KW KW 370:100 KW370 100:KW370 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100mg｢ｱﾒ 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 共和薬品工業 躁病・躁状態治療剤 020705収載
KW KW 371 KW371 裸錠 白～淡黄白 無 ﾆﾄﾛｽﾛｰ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 共和薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9503中止 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠

200mg｢ｱﾒﾙ｣と同じｺｰﾄﾞ
KW KW 371:200 KW371 200:KW371 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢ｱﾒ

ﾙ｣
炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 共和薬品工業 躁病・躁状態治療剤 95年中止のﾆﾄﾛｽﾛｰ錠

(成分:硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ)と同
じｺｰﾄﾞ

KW KW TAN:5 5:KW372 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ｱﾒﾙ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

KW KW TAN:10 10:KW373 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢ｱﾒﾙ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

KW KW 377 KW377:377 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾘﾗｰｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 筋緊張緩和剤 980710収載
KW KW 380 KW380:KW380 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾉｰｾﾞｱ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 共和薬品工業 消化管運動改善剤 960705収載
KW KW 381 100:KW381 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾙﾊﾞｸｼﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 共和薬品工業 広範囲経口抗菌剤 03～04頃中止 960705収

載
KW KW 382 200:KW382 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾙﾊﾞｸｼﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 共和薬品工業 広範囲経口抗菌剤 03～04頃中止 960705収

載
KW KW:385 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 0105ﾋｰﾄ裏商品名記載

920710収載
KW KW:386 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 920710収載
KW KW 387 KW387:KW387 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 080704収載
KW KW 389 KW389:KW389 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾙﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 共和薬品工業 胃炎・胃潰瘍治療剤 980710収載
KW KW 390 裸錠 白 有 ﾃｵｽﾛｰL錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 0703中止 010706収載
KW KW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
KW KW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
KW 501 KW501:KW501 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 旧品名(050610迄)，品名

変更に伴い(新：ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ
錠25mg)

KW 501 KW501:KW501 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0812中止 050610収載，
品名変更に伴い(前：ﾊﾟﾄﾞ
ﾗｾﾝ錠)

KW KW510 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾛｽﾊﾟﾝ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 共和薬品工業 鎮痙剤 9112中止
KW KW511 糖衣錠 赤 無 ﾌﾞﾛｯﾄS錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 共和薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9205中止
KW KW 511：10 10：KW511 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg「ｱ

ﾒﾙ」
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 共和薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

KW KW512 糖衣錠 赤褐 無 ﾌﾟﾛﾎﾟﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 共和薬品工業 肝機能障害治療剤 9502中止
KW KW 512：20 20：KW512 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg「ｱ

ﾒﾙ」
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 共和薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

KW KW 513 KW513 裸錠 白 無 ﾋｽﾀﾌﾞﾛｯｸ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 共和薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾀﾌﾞﾛｯｸ錠)

KW KW517 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾌｨﾝﾅﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 共和薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9008中止
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KW KW521 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾌｨﾝﾅﾐﾝｿﾌﾄ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 共和薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9104中止
KW KW522 裸錠(花型) 淡桃 有 ﾌﾟﾗﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 共和薬品工業 降圧利尿剤 9502中止
KW KW 523 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾙｰﾘﾝ配合錠 共和薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾙｰﾘﾝ錠) 日
本化薬とﾋｰﾄ異なる

KW KW 523 KW523 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾙｰﾘﾝ配合錠 共和薬品工業-日本化薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾙｰﾘﾝ錠) 共
和薬品工業とﾋｰﾄ異なる

KW KW529 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾘﾛﾝA30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 共和薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9104中止
KW K W:530 KW530 25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 共和薬品工業 気管支拡張剤 960705収載
KW KW 531 KW531 50 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 共和薬品工業 気管支拡張剤 960705収載
KW 537:KW537 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾞﾗﾀﾞｷｻﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 共和薬品工業 排尿異常治療剤 9205中止
KW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽｸﾛｼﾞﾙ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 共和薬品工業 鎮暈剤 旧ﾋｰﾄ(0009迄)
KW KW 550 550:KW550 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽｸﾛｼﾞﾙ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 共和薬品工業 脳循環代謝改善剤 0703中止 04頃本体ｺｰﾄﾞ

追加 0009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，
裏商品名記載

KW 裸錠 微黄 無 ﾋﾎﾟｽﾀｯﾄ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 共和薬品工業 前立腺肥大･前立腺癌治
療剤

9205中止 900713収載

KW K W KW555 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5｢ｱﾒﾙ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 共和薬品工業 高血圧･不整脈治療剤 9205中止
KW KW 556 KW556 20:KW556 20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 共和薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体製剤
020705収載

KW 560 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛｯｸﾋﾞｰ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 共和薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0711中止 900713収載
KW KW 561 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾝｸﾚｰﾙ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 共和薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載
960705収載

KW KW 562：5 KW562 5:KW562 5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠5mg「ｱﾒ
ﾙ」

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

KW KW 563：10 KW563 10:KW563 10 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10mg「ｱﾒ
ﾙ」

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 共和薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

KW KW 565 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW 566 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 020705収載
KW KW 568 10:KW568 10 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg「ｱﾒﾙ」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 共和薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
KW KW 569 20:KW569 20 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg「ｱﾒﾙ」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 共和薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
KW KW 570 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0007中止 共和薬品のﾊﾟ

ﾄﾞﾗｾﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW KW 570 KW570 50:KW570 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 旧品名(050610迄)，品名
変更に伴い(新：ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ
錠50mg) 共和薬品のｸﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW KW 570 KW570 50:KW570 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0812中止 共和薬品のｸﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW KW572 50：KW572 50 裸錠(長方形) 薄黄 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠50μ g
「ｱﾒﾙ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

050708収載

KW KW573 250：KW573 250 裸錠(長方形) 薄緑 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠250μ g
「ｱﾒﾙ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

共和薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

050708収載

KW KW 575 KW575 裸錠 白 有 ﾊﾞﾅｰｾﾞ錠ｵｰﾗﾙ ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

共和薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 中止（未発売） 薬価削除
940708収載

KW KW 577 KW 577:KW577 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾞｿｺﾞﾘﾝS錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 共和薬品工業 脳循環･代謝改善剤 0710本体記号577裏→表
へ 共和薬品のﾊﾞｿｺﾞﾘﾝ錠
5mg(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ，中止)とｺｰ
ﾄﾞ同じ

KW KW:577 KW577 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾞｿｺﾞﾘﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 共和薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 共和薬品のﾊﾞ
ｿｺﾞﾘﾝS錠5mg(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ
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KW KW588 50 50:KW588 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg「ｱ
ﾒﾙ」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 050708収載

KW KW589 100 100:KW589 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg
「ｱﾒﾙ」

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 050708収載

KW KW 595 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌｪﾆﾚﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

共和薬品工業 鉄欠乏性貧血治療剤 940708収載

KW KW600 糖衣錠 橙 無 ﾒｽﾁﾉﾝ錠60mg 臭化ﾋﾟﾘﾄﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 60mg 共和薬品工業 重症筋無力症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｽﾁﾉﾝ錠)

KW KW 607:100 KW607:KW607 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 共和薬品工業 統合失調症治療剤 091113収載
KW KW610 裸錠 淡黄褐 有 ﾒﾗﾋﾞｽA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 共和薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
9205中止

KW KW 617 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｰﾙ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 共和薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0703中止 9808変更(製造
販売元変更の為) ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW KW618 糖衣錠 淡緑 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ｱﾒﾙ｣ ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 共和薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9205中止
KW KW625 裸錠 白 有 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ錠｢ｱﾒﾙ｣ ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 共和薬品工業 利尿降圧剤 9205中止
KW KW630:KW630 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾐｵﾘﾗｰｸ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 筋緊張･循環改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0610迄)

0103ﾋｰﾄ裏商品名記載
KW KW 630 KW630:KW630 50mg 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾘﾗｰｸ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 筋緊張･循環改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐｵﾘﾗｰｸ錠)
0610本体ｺｰﾄﾞ，剤型変
更，色変更

KW KW 639 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾞｺﾛﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 共和薬品工業 消化管運動調律剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞｺﾛﾝ錠)

KW KW 650 KW650 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾃﾝﾎﾟ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 共和薬品工業 β 遮断剤 中止 920710収載 未販売
KW KW 650:5 5:KW650 5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 共和薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
KW KW 651 KW651 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾃﾝﾎﾟ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 共和薬品工業 β 遮断剤 中止 920710収載 未販売
KW KW 651 10:KW651 10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 共和薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載 十字割線
KW KW 669 KW669 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業 統合失調症治療剤 920710収載
KW KW 669

MAJ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業-大日本製

薬
抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9607販売

KW KW 669 KW669 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 9807中止 97ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ

KW KW 670 KW670:KW670 25 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 共和薬品工業 精神分裂病治療剤 9907中止 9808変更(製造
元変更の為)

KW KW 670 KW670:KW670 25 糖衣錠 白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 共和薬品工業 統合失調症治療剤 990709収載
KW KW 671 15:KW671 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢ｱﾒﾙ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

KW KW 672 25:KW672 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

1005色変更(前:白)
080704収載

KW KW 673 12.5:KW673 12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

KW KW 675:50 50:KW675 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

KW KW802 裸錠 白 有 ﾙｾｯｸ40 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 共和薬品工業 塩類排泄型利尿剤 9205中止
KW KW 806 KW806 0.75mg:KW 806 裸錠 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 日本ｱﾙﾂ製薬-共和薬品

工業
抗精神病剤 旧ﾃﾞｰﾀ（021１共和薬品

工業へ承継）
KW KW 806：0.75 裸錠 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 日本ｱﾙﾂ製薬-共和薬品

工業
抗精神病剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0408迄) 021

１承継，本体ｺｰﾄﾞ追加
KW KW 807 KW807 1.5mg:KW 807 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 日本ｱﾙﾂ製薬-共和薬品

工業
抗精神病剤 旧本体（0212迄），共和薬

品工業へ承継
KW Kw 807：1.5 Kw807 1.5mg:KW 807 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(0408迄) 本体裏

ｺｰﾄﾞ追加(1.5) 0212承継
（日本ｱﾙﾂ製薬より）

KW KW 808:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

222 / 404 ページ



KW KW 809:2 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

KW KW:810 KW810 3mg:KW 810 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
KW KW811 糖衣錠 赤 無 ﾙｰｶｽ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 共和薬品工業 冠循環増強剤 9310中止
KW KW 812 糖衣錠 赤 無 ﾙｰｶｽ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 共和薬品工業 冠循環増強剤 0912中止 04頃本体ｺｰﾄﾞ

追加
KW KW815 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾞﾙﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 共和薬品工業 鎮痛消炎剤 9205中止
KW KW816 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾞﾙﾐﾝ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 鎮痛消炎剤 9502中止
KW KW 821 KW821:KW821 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾘﾎﾟﾌﾞｺｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 共和薬品工業 高脂血症治療剤 0703中止 920710収載
KW KW 827 KW827 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠100mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 共和薬品工業 中枢神経賦活剤 031114収載（大日本製薬

より承継，商品名変更）
KW KW 828 裸錠 薄紅 有 ﾛｷﾍﾟｲﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 共和薬品工業 鎮痛･抗炎症･解熱剤 980710収載
KW KW 829:1 KW829 1:KW829 1 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 共和薬品のﾛﾍﾟｰﾙ錠

1mg(ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW KW 829:1 KW829 1 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 精神分裂病治療剤 0007中止 共和薬品のﾙﾅ
ﾌﾟﾛﾝ錠1mg(ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW KW 830:3 KW830 3:KW830 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0709大日本住友中止
0511大日本住友製薬も
同じﾋｰﾄへ 0505頃本体刻
印若干大きく

KW KW 830:3 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

KW KW 830:3 KW830 3mg 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業-大日本住
友製薬

抗精神病剤 旧ﾋｰﾄ(0511迄)，共和と同
じﾋｰﾄへ 0505頃本体刻印
若干大きく 9705ﾋｰﾄ変更

KW KW 831:6 KW831 6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0709大日本住友中止
0601大日本住友製薬も
同じﾋｰﾄに 0504頃本体刻
印若干大きく

KW KW 831:6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

KW KW 831:6 KW831 6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業-大日本住
友製薬

抗精神病剤 0601共和薬品工業と同じ
ﾋｰﾄに 0504本体刻印若
干大きく 9705ﾋｰﾄ変更

KW KW 871 裸錠 白 有 ﾛﾝﾌﾙﾏﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 980710収載
KWAM KW AM5:OD 5 OD5:KW AM5 OD5 OD5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｱﾒ

ﾙ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療

剤，持続性Ca拮抗薬
091113収載

KWAMOD KW AM:OD OD2.5:KW AM OD OD2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

KWBIC Kw BIC KwBIC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 共和薬品工業 前立腺癌治療剤 090515収載
KWDM KW OM20 20:KWOM20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg「ｱﾒﾙ」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

KWDY KW OM20 20:KWOM20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg「ｱﾒﾙ」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

KWF KW F KW F:KW F 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢ｱﾒﾙ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 共和薬品工業 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

KWF KW F50 KW F50:KW F50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ｱﾒﾙ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

KWF KW F75 KW F75:KW F75 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ｱﾒﾙ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 共和薬品工業 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

KWGL Kw GL1 KwGL1 1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 共和薬品工業 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KWGL Kw GL3 KwGL3 3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｱﾒﾙ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 共和薬品工業 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載
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KWHP HP 0.75：Kw KwHP0.75 0.75：
KwHP0.75 0.75

裸錠 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更，錠剤
小型化

KWHP Kw HP1：HP 1 KwHP1 1：KwHP1 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408ｺｰﾄﾞ変更
KWHP HP 1.5：Kw KwHP1.5 1.5：KwHP1.5

1.5
裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408ｺｰﾄﾞ変更，錠剤小型

化
KWHP Kw 807：1.5 Kw807 1.5mg:KW 807 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(0408迄) 本体裏

ｺｰﾄﾞ追加(1.5) 0212承継
（日本ｱﾙﾂ製薬より）

KWHP HP 2：Kw HP2 KwHP2 2：KwHP2 2 裸錠 白 有 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0408ｺｰﾄﾞ変更，ｻｲｽﾞ変更
KWHP HP 3：Kw HP3 KwHP3 3：KwHP3 3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾚﾓﾅﾐﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0507色変更(前:淡黄)

0408本体，ｺｰﾄﾞ変更
KWLEV Kw LEV 100:KwLEV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｱﾒ

ﾙ｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

共和薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

KWLN KW LN15 15：KWLN15 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg
「ｱﾒﾙ」

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 共和薬品工業･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ
ﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

KWLN KW LN30 30：KWLN30 30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg
「ｱﾒﾙ」

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 共和薬品工業･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ
ﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

KWOM KW OM10 10：KWOM10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10mg「ｱﾒﾙ」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

KWOM KW OM20 20:KWOM20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg「ｱﾒﾙ」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

KWOMIO KW OM10 10：KWOM10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10mg「ｱﾒﾙ」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

KWP KWP-04 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤 ｱﾃﾏﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 動脈硬化用剤 9107中止
KWP KWP05 KWP-05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/透明 ｱﾙｾﾁﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 解熱鎮痛消炎剤 9012中止
KWP KWP07 CBSR KWP-07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞｾﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬-科研製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9705中止 9604社名変更

900713収載
KWP KWP 11 KWP-11 裸錠 白 有 ｳｲｸﾛﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 8906中止
KWP KWP 12 KWP-12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｸﾞﾅﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 虚血性心疾患･脳血管障

害改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9507まで)

KWP KWP-13 裸錠 白 有 ﾃｽﾉｰﾙ10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 高血圧･狭心症治療剤 9308中止
KWP KWP 14 KWP-14 裸錠 白 有 ｶﾝｾﾘﾝ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 不整脈治療剤 9504中止
KWP KWP 15 TSC KWP-15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｽｸﾘｯﾄ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 代謝性心不全治療剤 9304中止
KWP KOWA KWP-22 裸錠 白 有 ﾘﾌﾟﾄﾆﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 抗めまい剤 9203中止
KWP KWP 24 KWP 24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｻﾐｯｸ ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 脳血流障害改善剤 9209中止
KWP KWP 25 KWP-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾟﾄﾘｼﾝ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 頻尿治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで)
KWP KWP-26 裸錠 白 有 ﾃｽﾉｰﾙ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 高血圧･狭心症治療剤 9101中止
KWP KWP 32 KWP-32 裸錠 淡橙 有 ｳﾚﾄﾛﾝ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 利尿剤 9103中止
KWP KWP 35 KWP-35 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾝﾄﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(9508まで) 900713

収載
KWP KWP-41 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾒﾄﾌﾟﾗｲﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 血圧降下剤 9309中止
KWP KWP-51 糖衣錠 淡桃 無 ｾﾝﾅｻｲﾄﾞ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｿﾙﾍﾞｲ製薬 緩下剤 9310中止

KWP KWP-52 糖衣錠 白 無 ﾖｼﾐﾛﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 虚血性心疾患治療剤 8907中止
KWP KWP-54 糖衣錠 桃 無 ﾛｽﾀﾉｰﾙ錠 ｿﾙﾍﾞｲ製薬 消炎酵素剤 8906中止
KWP KWP-62 糖衣錠 白 無 ﾘﾌﾟﾀﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 解熱鎮痛消炎剤 9307中止
KWPHL KWP HL KWP-HL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾍﾏﾄﾆｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9508まで) 920710

収載
KWPHT KWP HT KWP-HT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｽﾄﾚｽ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで) 920710

収載
KWRA Kw RA10 Kw RA10 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ｱ

ﾒﾙ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

KWRA Kw RA20 Kw RA20 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

KWREB Kw REB KwREB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
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KWSA KW SA50 50:KW SA50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 共和薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

KWSA KW SA100 100:KW SA100 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 共和薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

KWSEL SEL 2.5:Kw 2.5:Kw SEL 2.5 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg 共和薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 060707収載

KWTAN KW TAN:5 5:KW372 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ｱﾒﾙ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

KWTAN KW TAN:10 10:KW373 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢ｱﾒﾙ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

KWTAN KW TAN:20 20:KW TAN20 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢ｱﾒﾙ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 091113収載

KWTM KW TM0.1 0.1：KWTM0.1 0.1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1mg
「ｱﾒﾙ」

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 共和薬品工業 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

KWTM KW TM0.2 0.2：KWTM0.2 0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2mg
「ｱﾒﾙ」

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 共和薬品工業 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

KWVPAR Kw VPA R 200:Kw VPA R 200 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑSR錠
200mg｢ｱﾒﾙ｣

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤 躁病･躁状
態治療剤

060707収載

KX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 070615
収載(商品名変更に伴
い，前:ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ)

KX KX500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｹﾌﾚｯｸｽ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9312中止
KY O.S-KY O.S-KY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｭｰｶﾙｶﾌﾟｾﾙ286mg 球形吸着炭 286mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 慢性腎不全用剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200と規格異なる

KY KY 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢科薬｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 科薬 降圧利尿剤 9012中止
KY O.S-KY O.S-KY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｭｰｶﾙｶﾌﾟｾﾙ286mg 球形吸着炭 286mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 慢性腎不全用剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200と規格異なる

KY KY01 耳:MCC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

300万単位 科薬 抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄)

KY KY01  KY01 MCC300万単位 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ300万単
位

ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

300万単位 ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

KY KY 02 GLUCONSAN K KY02
5mEq

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠5mEq ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 5mEq ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ・科研製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠)
0704製造販売会社社名
変更(前:科薬) 0206ﾋｰﾄ

KY 2 KY KY･LE-2 裸錠 白 有 ﾚﾃｸﾘﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 科薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9902中止 960705収載

KY KY 03 GLUCONSAN K2.5 KY03
2.5mEq

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK錠2.5mEq ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 2.5mEq ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ・科研製薬 ｶﾘｳﾑ補給剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK2.5
錠)，剤型変更(前:楕円
形) 0704製造販売会社社
名変更(前:科薬)

KY 3 KY KY･LE-3 裸錠 白 有 ﾚﾃｸﾘﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 科薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9902中止 960705収載

KY KY 04 NS500 裸錠 微黄～淡黄 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢科薬｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 科薬 合成抗菌剤 8909中止
KY EISAI KY005 EISAI KY005 裸錠 淡黄 有 ｹｰﾜﾝ錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｹｰﾜﾝ錠)
0212ﾋｰﾄ商品名記載（ｶﾀ

KY KY 05 NS250 裸錠 微黄～淡黄 無 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢科薬｣250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 科薬 合成抗菌剤 8909中止
KY TROCHE･KY･06 BCT ﾄﾛｰﾁ 白 ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ･ﾄﾛｰﾁ ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ(外) 250単位 科薬 口腔用剤 0403中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
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KY KY 07 KY･ES-1 1mg 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg｢科薬｣ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 0704社名変更(前:科薬)
0306ﾋｰﾄ変更（記号裏記
載表，裏商品名記載(ｶﾀｶ

KY KY 08 KY･NER-2.5 2.5mg 裸錠 白 有 ﾈﾙﾌｨﾝ錠2.5 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 0704社名変更(前:科薬)
0301ﾋｰﾄ変更990709収
載，ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

KY KY 09 KY･SPC 50mg 裸錠 白 有 ｽﾊﾟｸﾛﾐﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 排卵誘発剤 0704社名変更(前:科薬)
0302ﾋｰﾄ表商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 0102販売，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KY KY 10 KY10 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0704社名変更(前:科薬)
0512ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い

KY KY 11 KY11 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ250mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0704社名変更(前:科薬)
0512ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い

KY KY 12 KY12 ﾄﾛｰﾁ 橙 無 ｱｸﾛﾏｲｼﾝﾄﾛｰﾁ15mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 15mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 口腔用ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生
物質

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｸﾛﾏｲｼﾝﾄﾛｰ

KY KY 13 KY13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:こげ茶2本
帯)

ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg 塩酸ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲ
ｸﾘﾝ

150mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ)

KY KY 14 KY・CLO-2 200mg:200 裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(前:科薬)
0501製造元，ｺｰﾄﾞ変更

KY KY 15 KY・CLO-4 400mg：
400mg

裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(前:科薬)
0502製造元，ｺｰﾄﾞ変更

KY 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 050610収載，商品名変更
に伴い(前：ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠)

KY 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 9703ﾋｰﾄ変更(TIP-2削除)
KY 糖衣錠 白 無 ﾌﾛﾍﾞﾝ錠40 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 科研製薬 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾛﾍﾞﾝ) 9702
ﾋｰﾄ変更(TFP削除)

KY 裸錠 淡黄褐 有 ﾃﾞｨｰﾗ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 科研製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0208中止 0203頃ﾋｰﾄ変
更

KYCLO KY 14 KY・CLO-2 200mg:200 裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(前:科薬)
0501製造元，ｺｰﾄﾞ変更

KYCLO KY 15 KY・CLO-4 400mg：
400mg

裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(前:科薬)
0502製造元，ｺｰﾄﾞ変更

KYE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄味赤/黄赤 ｹｰﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9110変更

KYE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/黄赤 ｹｰﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

KYES KY 07 KY･ES-1 1mg 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg｢科薬｣ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 0704社名変更(前:科薬)
0306ﾋｰﾄ変更（記号裏記
載表，裏商品名記載(ｶﾀｶ

KYK KYK 317 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢
KOBA｣

塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 小林薬学工業-日医工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0704迄)，承継に
伴い(日医工へ) 0406本
体ｺｰﾄﾞ追加

KYK KYK 328 KYK328 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｻﾞﾝ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-日本薬品
工業，辰巳化学

H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYK KYK 329 KYK329 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｻﾞﾝ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-日本薬品
工業，辰巳化学

H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYK KYK 335:5 KYK335 裸錠 白 無 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐｰﾙ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-東和薬品 心機能改善薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)
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KYK KYK 337 KYK337 裸錠 白 有 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐｰﾙ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-東和薬品 心機能改善薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYK KYK 350 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢
KOBA｣

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYK KYK 354 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYK KYK 355 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYK KYK 356 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg
「KOBA」

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYLE 2 KY KY･LE-2 裸錠 白 有 ﾚﾃｸﾘﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 科薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9902中止 960705収載

KYLE 3 KY KY･LE-3 裸錠 白 有 ﾚﾃｸﾘﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 科薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9902中止 960705収載

KYNER KY 08 KY･NER-2.5 2.5mg 裸錠 白 有 ﾈﾙﾌｨﾝ錠2.5 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 0704社名変更(前:科薬)
0301ﾋｰﾄ変更990709収
載，ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

KYNI KY･NI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠｢科薬｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 科薬 脳循環･代謝改善剤 9802中止 960705収載
KYO KYO 10 KYO10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾍﾙﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 京都薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 9707ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 940708収載
KYO KYO 202 KYO202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾀﾚﾙF錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 京都薬品工業-日本ｾﾙ

ｳﾞｨｴ，大日本住友製薬
虚血性心疾患治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞｽﾀﾚﾙF錠)
KYO KYO 211:0.5 KYO211 0.5 裸錠 白 有 ｱﾘｿﾞﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 0.5mg 京都薬品工業 循環機能改善剤 9404中止 舌下錠
KYO KYO 212:1.0 KYO212 裸錠 白 有 ｱﾘｿﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg 京都薬品工業 循環機能改善剤 9904中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 舌下錠
KYO KYO221 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾍﾙﾗｰﾄ･ﾐﾆｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 京都薬品工業-ｱﾙﾌﾚｯｻ

ﾌｧｰﾏ
高血圧･狭心症治療剤 0908中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ﾍﾙ
ﾗｰﾄ･ﾐﾆ)

KYO KYO222 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長楕
円形)

橙 ﾍﾙﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 京都薬品工業-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

高血圧･狭心症治療剤 0908中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾍﾙ
ﾗｰﾄ)

KYO KYO 226 KYO226 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾍﾙﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 京都薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 920710収載

KYO KYO 232 KYO232 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉｲﾋﾞｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 京都薬品工業 脳循環代謝改善剤 9601中止 900713収載
KYO KYO 241 KYO241 糖衣錠 白 無 ﾊﾞｿｾﾀﾞﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 京都薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗性降圧剤 0012中止 900713収載
KYO KYO 251 KYO251 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ﾅﾄﾘｯｸｽ錠1 ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 1mg 京都薬品工業-日本ｾﾙ

ｳﾞｨｴ，大日本住友製薬
持続性非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧
剤

0702剤型変更(前:糖衣
錠，円形)，割線追加，ﾋｰ
ﾄ表1mg裏mg追加 020705
収載(商品名変更 前:ﾅﾄ
ﾘｯｸｽ錠)

KYO KYO 252 KYO252 糖衣錠 淡桃 無 ﾅﾄﾘｯｸｽ錠2 ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 2mg 京都薬品工業-日本ｾﾙ
ｳﾞｨｴ，大日本住友製薬

持続性非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧
剤

9707ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 901129収載

KYO KYO261 300mg：300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾒﾗﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 京都薬品工業-協和発酵
ｷﾘﾝ

EPA製剤 0810販売元社名変更，合
併に伴い(前:協和発酵工
業)

KYO KYO 261 KYO261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｾﾎﾟｱﾚﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 京都薬品工業 脳循環代謝改善剤 9603中止 920710収載
KYO KYO 271 KYO 271:0.125mg 裸錠 帯黄白 有 ﾊｰﾌｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.125 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 京都薬品工業-ﾄｰｱｴｲ

ﾖｰ・ｱｽﾃﾗｽ製薬
ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 020705収載 ﾋｰﾄ表裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KYO KYO 272 KYO272 0.25mg 裸錠(楕円形) 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.25 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 京都薬品工業-ﾄｰｱｴｲ

ﾖｰ，ｱｽﾃﾗｽ製薬
強心配糖体製剤 0205承継(山之内製薬よ

り)，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

KYO KYO 311 KYO311:KYO311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾊﾟﾗﾎﾞﾗﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 京都薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害 9905中止 960705収載
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KYO KYO 401 KYO401 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙｾﾘﾝ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 京都薬品工業 切迫流･早産治療剤 9706中止 940708収載
KYO KYO 412:2 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｾﾙ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 京都薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9901中止 97ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

KYO KYO 413:3 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｾﾙ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 京都薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9901中止 97ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

KYO KYO601 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾐﾉｽﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 京都薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9301中止
KYO KYO602 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾐﾉｽﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 京都薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9301中止
KYO KYO 603 KYO603 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉｽﾀｼﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 京都薬品工業 抗生物質製剤 0410中止
KYO KYO 604 KYO604 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉｽﾀｼﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 京都薬品工業 抗生物質製剤 0410中止
KYORIN KP 256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 杏林製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
商品名変更に伴い(前:ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠)

KYORIN KP 777 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 杏林製薬 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

ﾌｨﾙﾑ
KYRI KY･RI 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ錠5mg｢PP｣ 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 切迫流･早産治療剤 0712商品名変更(前:ﾘﾄﾄﾞ

ﾘﾝ錠｢科薬｣) 0704社名変
更(前:科薬)

KYSPC KY 09 KY･SPC 50mg 裸錠 白 有 ｽﾊﾟｸﾛﾐﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 排卵誘発剤 0704社名変更(前:科薬)
0302ﾋｰﾄ表商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 0102販売，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KYT SB11 SB11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾄﾘﾙ錠1mg 塩酸ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ 1mg 中外製薬 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ，形状(0407頃迄)
0210製造販売元変更
9709ﾋｰﾄ裏変更(KYT削
除)，表裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

KYT 裸錠 黄 無 ｷｭｳﾃﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 代謝性強心剤 8906中止
KYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｭﾘﾈｯﾄ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 全星薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0612中止
KZE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｹｲﾂｰｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK2製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
KZYM KI 2334 K-ZYM:MECT KI-2334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 K-ｻﾞｲﾑ ﾒｸﾄ 消化酵素剤 8811中止
L C L μ g 裸錠 白 有 ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠10

μ g｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤･腹

圧性尿失禁治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ

L L○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 糖衣錠 白 無 ｱｽｿﾞｰﾙ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 富士製薬工業 ﾄﾘｺﾓﾅｽ症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9603ﾋｰﾄ

L L1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠100mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9712ﾋｰﾄ変更
940708収載

L L2:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠200mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9801ﾋｰﾄ変更
940708収載

L T-31 5 5：5 T31-5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

L HT5L HT5L 裸錠 白 有 ｺﾌｼﾞｬｽﾄ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 堀田薬品合成 気管支拡張剤 9810中止
L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に

伴い(新：高田製薬)
L Tu L05 Tu LT-05 糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾗｰｾﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 辰巳化学 持続型血管拡張降圧剤 01頃中止 980710収載
L 裸錠 白 有 ﾗｷｿﾅﾘﾝ錠 酢酸ﾋﾞｿｷｻﾁﾝ 60mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 緩下剤 9410中止 8908本体変更
L HT7L 裸錠 白 有 ｼﾞｬｽﾄﾙﾎﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 堀田薬品合成 気道粘液溶解剤 9810中止
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L T-31 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

L n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 970711収載 日医工のｺﾘ
ﾈｰﾙL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

L n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

L L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

L L 10 NFL L10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9407承
継 920710収載

L L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 9710
ﾋｰﾄ変更

L L 10 267 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 中北薬品 高血圧･狭心症治療剤 02中止 9807製造元変更
(中北薬品実績なし)

L Sc 212 Sc212 NIR-L10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾚｰﾅL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤､高血
圧･狭心症治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更（Sc212裏
から表） 9605ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

L L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

L L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業･科薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0201
ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

L Tu L10 Tu LT-10 糖衣錠 淡黄 無 ﾘﾄﾗｰｾﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続型血管拡張降圧剤 01頃中止 980710収載
L L10 10mg:IW 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｲﾜｷ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 岩城製薬 消炎酵素剤 9202変更
L Tw L10 Tw.LY10 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 東和薬品 消炎酵素剤 92中止
L L-11 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾘｽﾄﾐﾝS ｾﾐｺﾊｸ酸ﾌﾞﾄｸﾀﾐﾄﾞ 200mg ﾗｲｵﾝ 睡眠ﾘｽﾞﾑ調整剤 0111中止
L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘﾌﾀｰ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心身安定剤 1007ﾋｰﾄ若干変更 0906

製造販売元社名変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

L HT 12L HT12L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾎﾞﾗﾎﾞﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 堀田薬品合成 気道粘液調整･粘膜調整
化剤

9502中止 900713収載

L HT 13L:RAB HT13L 裸錠 白 有 ﾗﾋﾞｷｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 堀田薬品合成 気道潤滑去痰剤 中止 920710収載
L T-31 15 15：T31-15 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

L Z N HT15L 裸錠 白 有 ｻﾞﾈﾛ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 堀田薬品合成 気管支拡張剤 9710中止 960705収載
L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に

伴い(新：高田製薬)
L 030 L20:Tsuruhara ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 鶴原製薬-科研製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧･狭心症治療剤
旧ﾋｰﾄ （02頃迄） 0109本
体ｺｰﾄﾞ追加 920710収載

L 030 TSU030 L20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 鶴原製薬･科研製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0301ﾋｰﾄ変更 0109本体
ｺｰﾄﾞ追加 920710収載

L n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 日医工のｺﾘﾈｰﾙL錠
20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

L n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

L L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

L RDS L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

L PTD L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更
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L L 20 NFL L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9407承継
920710収載

L L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 97ﾋｰﾄ
変更

L L 20 268 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 中北薬品 高血圧･狭心症治療剤 02中止 9807製造元変更
(中北薬品での実績なし)

L Sc 213 Sc213 NIR-L20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾚｰﾅL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤､高血
圧･狭心症治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更（Sc213裏
から表） 9607ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

L RDS L20 RDS L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 97中止 950707収載
L L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ

変更 920710収載
L L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放

性）
淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業･科薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0512
大洋のみ，0508科薬のみ
ﾋｰﾄ変更(20mgから20)

L 裸錠 白 有 ﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症治療剤 0107中止 9805ﾋｰﾄ変更
L L30 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｲﾜｷ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 岩城製薬 消炎酵素剤 9202変更
L Tw L30

30mg
裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤

収載(商品名変更に伴
い，前:塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30･

L RDS L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

L PTD L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更

L PTD L40 PTD L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾁﾃﾞｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで)
L RDS L40 RDS L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 97中止 950707収載
L MD 44L MD 44L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 00末中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960131
社名変更

L MD 44L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg 日本ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ(旧:
ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ)-塩野義製
薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9709中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

L MH 705 500：500mg  MH705 裸錠 白 無 乳石錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 乳酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｶﾙｼｳﾑ剤 080201収載(商品名変
更，前:乳石錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ錠50｢ﾏﾙｺ｣ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

L O.S L-90 O.S-L90 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｵｦﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎酵素剤 9501中止
L Tw L90

90mg
裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤

品名変更(塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠
90｢ﾄｰﾜ｣)

L L100 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0207ﾋｰﾄ裏
商品名記載，記号削除
980710収載

L L200 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ﾚ
ｷｼﾝ錠)

L RM 247L RM 247L 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
錠）

白～微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ徐放錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg ﾛｰﾏﾝ工業-日本ｹﾐﾌｧ 徐放性前立腺肥大症治
療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝL錠)

L L 300 TYK293:TYK293 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾝﾀｰﾙL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大正薬品工業 持続性脳微小循環改善
剤

9904中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

L L 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀﾌｨﾗﾝL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大洋薬品工業 持続性脳微小循環改善 9905中止 960705収載
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L X L X 裸錠 極薄紅 有 ｼﾗﾌﾞﾙ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0404
ﾋｰﾄ変更 0102ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

L X L X LPN 裸錠 極薄紅 有 ﾛﾍﾟﾆｯﾄ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0208中止 9903ｴﾑｴﾌから
承継

LA DLI DLI:40 DLI40 40mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更
前：ﾗｼｯｸｽ錠） 0210ﾋｰﾄ
40ｍｇ追加

LA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA20mg) 0303ﾋｰﾄ変更

LA LA 20 NDT L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｶｼﾞﾙｽL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 040709収載
LA LA20:Hoechst LA20 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ20mg錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9506まで)
LA DLF DLF:20 DLF20 20mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更

前：ﾗｼｯｸｽ20mg錠） 02ﾋｰ
ﾄ20mg追加

LA
SAL

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品

持続性Ca拮抗剤 0203中止 970908販売

LA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA40mg)

LA LA 40 NDT L40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｶｼﾞﾙｽL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 040709収載
LA Tu-LA 50 Tu LA-50:Tu LA-50 裸錠 淡黄～黄 無 ﾗﾋﾞﾝ錠50mg ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 辰巳化学 粘膜保護･組織修復胃

炎･胃潰瘍治療剤
000707収載

LA LA 214 ZNC 60mg:ZENECA 214 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

LA TR 60 TR60 LA60μ 裸錠(徐放性) 白～黄みの
白

無 ｹｱﾛｰﾄﾞLA錠60μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 60μ g 東ﾚ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ（PGI2)
誘導体徐放性製剤

071214収載

LA LA 裸錠 白 有 ﾗｸﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 東京田辺製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで)
LA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ

ﾈｶ薬品)
高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

LA LA 221 ZNC 60mg:LA221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

旧ﾋｰﾄ(0411迄) 0305ﾋｰﾄ
裏AstraZeneca削除

LA LA 221 ZNC ZNC221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLAｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

徐放性高血圧･狭心症治
療剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(ZNC221)裏->
表，ﾋｰﾄ表60mg削除

LAC RJ LAC-5:COX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｸﾊﾟﾝ錠5 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾒｸﾄ 消化管鎮痙剤 9810中止 9503製造販売
再開 90中止

LANILAPID B M:205 裸錠(長円形) 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.05mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.05mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→
中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 990709収
載

LANIRAPID BM 210 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.1mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→
中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 010907収
載(商品名の変更 前:ﾗﾆﾗ
ﾋﾟｯﾄﾞ錠)

LANSOPRA LASOPRAN 30mg SW- SW-183 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｿﾌﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
LANZYME NU LANZYME-10 裸錠 白 無 ﾗﾝﾁｰﾑ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日水製薬 消炎酵素剤 0111中止
LANZYME NU LANZYME-30 裸錠 白 無 ﾗﾝﾁｰﾑ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日水製薬 消炎酵素剤 0111中止
LAR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾗﾛﾄﾞｰﾊﾟ錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 日本ﾛｼｭ ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 9412中止
LASOPRAN LASOPRAN 15mg SW- SW-182 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｿﾌﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
LAX TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)，ﾋｰﾄ表裏

商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号LAX削除 9610ﾋｰﾄ裏
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LB SANDOZ:L B LB:LB 裸錠 白 有 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾞｳｪﾙ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0312頃迄) 0304
販売元変更（前：ﾉﾊﾞﾙﾃｨ
ｽﾌｧｰﾏ） 0301ﾋｰﾄｻﾝﾄﾞﾛｺﾞ

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9110変更

LB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

経口蛋白分解酵素阻害
剤

9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

LB Tu LB-200 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾄﾎﾞﾚｰﾙ錠｢200｣ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 頻尿治療剤
LBS 239 LBS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾍﾞｽﾄﾆﾝ錠50 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 α β 遮断剤 94中止 920710収載
LBS 219 LBS 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾍﾞｽﾄﾆﾝ錠100 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 α β 遮断剤 94中止 920710収載
LBT Tw LBT 裸錠 白 無 ﾚﾍﾞﾙﾎﾞﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 東和薬品 気道粘液溶解剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾍﾞﾙﾎﾞﾝ錠)

LC Tw.LC 糖衣錠 桃 無 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 東和薬品 強心剤 92中止
LC Y LC Y-LC：25mg 裸錠 白 有 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg ｼﾞｱﾌｪﾆﾙｽﾙﾎﾝ 25mg 田辺三菱製薬 皮膚疾患･ﾊﾝｾﾝ病治療

剤
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0302ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LC LC 1 LC1 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢科
研｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大興製薬-科研製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

LC LC 2 LC2 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢科
研｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大興製薬-科研製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

LC LC4 裸錠(長円形) 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
LC LC5 ZE04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｶｼﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業 持続性高血圧治療剤 0104中止 940708収載
LC LC15 ZE05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｶｼﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 全星薬品工業 持続性高血圧治療剤 0104中止 940708収載
LC LC 90 LC395SV 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｼﾝｶ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 進化製薬 消炎酵素剤 9603中止
LC 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟｸﾘﾝ錠200 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大日本住友製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0201ﾋｰﾄ変更 9706PTP

ｼｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
LCB KTB RB10 KTB RB10 裸錠 黄橙 有 ﾗｺﾋﾞｰﾙ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 寿製薬 代謝性強心剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗｺﾋﾞｰﾙ錠)
LCSV LC 90 LC395SV 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｼﾝｶ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 進化製薬 消炎酵素剤 9603中止
LD 裸錠(楕円形) 淡黄 無 ﾕﾆｼｱ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
8mg，
2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

LD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾍﾞﾄﾞﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 興和新薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9401中止 900713収載
LDY LDY2.5 2.5mg:2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
2.5mg) 0302ﾋｰﾄ変更
（2.5mg追加等）

LE 2 KY KY･LE-2 裸錠 白 有 ﾚﾃｸﾘﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 科薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9902中止 960705収載

LE 3 KY KY･LE-3 裸錠 白 有 ﾚﾃｸﾘﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 科薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9902中止 960705収載

LE Y LE05 Y-LE05 裸錠 白 有 ﾚｱﾉｰﾙ錠 硫酸ﾍｷｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 0.5mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ､吉富薬品

気管支拡張剤 0201中止 9807製造元変
更(ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞより)

LE Tu-LE 100 Tu LE-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾚｾﾌﾟﾛﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ 経口蛋白分解酵素阻害 960705収載
LEM RJ 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄 ﾚﾑﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 消炎鎮痛剤 中止
LEN 13A：0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠)
LET L L LET 裸錠 白 有 ﾚｯﾄﾘｯﾄ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 寿製薬 高血圧･不整脈用剤 旧ﾋｰﾄ
LET Sc 107 Sc107 LET60:60mg 裸錠 極薄紅 有 ﾚﾄﾗｯｸ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 三和化学研究所 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ) 980710収載
LEV Kw LEV 100:KwLEV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｱﾒ

ﾙ｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

共和薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

LEVAN NU LEVAN-100 糖衣錠 白 無 ﾚﾊﾞﾝ100糖衣錠 肝臓加水分解物 100mg 日水製薬 肝臓疾患用剤 0312中止 0212頃記号削
除，ﾋｰﾄ商品名記載
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LEVITRA LEVITRA 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠5mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

5mg（ﾊﾞﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載

LEVITRA LEVITRA 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠10mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

10mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして）

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載

LEVITRA LEVITRA 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠20mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

20mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 070524承認

LEX ROCHE 1 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠1 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9502まで)
LEX ROCHE 2 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠2 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9411まで)
LEX ROCHE 5 裸錠 淡黄赤 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠5 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9411まで)
LF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾘﾌﾘｰﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 抗悪性腫瘍剤 0203中止
LF SW-LF 100 SW-LF100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 090515収載

LF LF 100 100mg:LF100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢科
研｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

LFT Tw LFT Tw.LFT 裸錠 橙黄 有 ﾗｸﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 東和薬品 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 94中止
LG LG 0.5mg：0.5mg LG 裸錠 白 無 ｻﾉﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾏｼﾞﾝﾄﾞｰﾙ 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 食欲抑制剤 0305ﾋｰﾄ変更
LG LG 裸錠 白 無 ｻﾉﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾏｼﾞﾝﾄﾞｰﾙ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
食欲抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9710ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920828収載

LG B AYE R:L G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～橙帯白 有 ﾋﾞﾙﾄﾘｼﾄﾞ錠600mg ﾌﾟﾗｼﾞｶﾝﾃﾙ 600mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 吸虫駆除剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾙﾄﾘｼﾄﾞ錠)
割線3本

LG Tu LG･100  Tu LG･100 Tu LG･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白/微黄
白

ﾘﾁｹﾞｰﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 辰巳化学 ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ｹ
ﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療剤

1007日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
0907辰巳化学中止 0706
商品名変更(前:ﾘﾁｹﾞｰﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

LHW MH 705 500：500mg  MH705 裸錠 白 無 乳石錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 乳酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｶﾙｼｳﾑ剤 080201収載(商品名変
更，前:乳石錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

LI L I 裸錠 白 有 ﾘｼﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物
として)

大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続型ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0408
頃ﾋｰﾄ変更(10mg削除他)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LI Tu-LI 20 Tu LI-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾝﾌﾞﾚｰﾝ錠｢20｣ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 辰巳化学 抗めまい剤 0606本体ｺｰﾄﾞ刻印
LI Y:LI 100 Y-LI100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100｢ﾖｼﾄﾐ｣ 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
躁病･躁状態治療剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03頃ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等

LI TKS 116 LI:TKS116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗｲﾀﾞﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

脳循環代謝改善剤 9903中止 920710収載

LI Y:LI 200 Y-LI200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200｢ﾖｼﾄﾐ｣ 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

躁病･躁状態治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等

LIC Sc 219 LIC100:Sc219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｶﾌﾞﾚｲﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 三和化学研究所 微小循環改善剤 9906中止
Lilly ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg（ﾌｪﾉﾌﾟ

ﾛﾌｪﾝとして）
山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0403中止 0302ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
LILLY ｱｼﾉﾝ150 ZP3144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

LILLY ｱｼﾉﾝ75 ZP3143 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白
(緑ﾗｲﾝ)

ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

LILLY 裸錠(楕円形) 白又は微黄
帯白

有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠250mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 250mg 塩野義製薬 血糖降下剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

LILLY 裸錠(楕円形) 白 有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠500mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 500mg 塩野義製薬 血糖降下剤 030704収載（商品名変更
前：ｼﾞﾒﾘﾝ錠） 0006ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)
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LILLY 裸錠 白 無 ｱｲﾛｿﾞﾝ錠 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0004中止 9812ﾋｰﾄ変更
(ｺｰﾄﾞ再記載)

LILLY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/微黄
白

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 20mg(ﾃﾞｭﾛｷ
ｾﾁﾝとして)

塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

LILLY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/微黄
白

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 30mg(ﾃﾞｭﾛｷ
ｾﾁﾝとして)

塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

LILLY KX500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｹﾌﾚｯｸｽ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9312中止
LILLY IS200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄白 ｱｲﾛｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 200mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9306中止
LILLY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 070615
収載(商品名変更に伴
い，前:ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ)

LILLY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9708ﾋｰﾄ
裏変更

LILLY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠300mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 300mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 9604中止

LILLY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 0004中止 99ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LILLY CBT400 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ400mg ｼﾉｷｻｼﾝ 400mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 9403中止
LILLY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/青 L-ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

LILLY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
LILLY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)
LILLY KR500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9306中止
LILLY L-KX250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9207中止
LILLY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 5mg(ｱﾄﾓｷｾ

ﾁﾝとして)
日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治

療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

LILLY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 10mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

LILLY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 25mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

LILLY LILLY 4112
TA4112

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

LILLY LILLY 4115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

LILLY LILLY 4117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

LILLY μ g 裸錠(長方形) 薄黄 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠50μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1104迄) 1004販
売元変更(前:日本ｲｰﾗｲﾘ

LILLY μ g 裸錠(長方形) 薄緑 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠250μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1103迄) 1004販
売元変更(前:日本ｲｰﾗｲﾘ

LIO CG 215 LIO5:CG 215 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9802ﾋｰﾄ
裏変更(LIO5削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LIO CG 216 LIO10:CG 216 裸錠 白 有 ﾘｵﾚｻｰﾙ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9803ﾋｰﾄ
裏変更(LIO10削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LIP FY202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾌﾟｽｹﾞﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 富士薬品 心臓選択性β 遮断剤 03頃中止 97ﾋｰﾄ変更
(LIP50削除)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 920710収載

LIP 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾊﾟﾃﾞﾘﾝ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 宇治製薬-共和薬品工業 高脂血症治療剤 0309中止
LIPOZART t 440 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
040709収載

LK SYT072 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾙｹｰｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 三恵薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 0404中止 950707収載
LK LK 裸錠 白 無 ﾘｷﾉﾁｰﾑ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 海外製薬 消炎酵素剤 中止
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LK Y LK Y-LK 糖衣錠 白 無 ﾚｸﾘｶ持効錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0204中止 0110社名変更
9709ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

LK Tu-LK 005 Tu LK-005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚｷｻﾋﾞﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 切迫流・早産治療剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
LKCAP SYT072 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾙｹｰｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 三恵薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 0404中止 950707収載
LKR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/青 L-ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

LKT Tw.LKT 糖衣錠 白 無 ﾚｯﾄｺｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 東和薬品 抗不安剤 94中止
LKX L-KX250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9207中止
LL L L LET 裸錠 白 有 ﾚｯﾄﾘｯﾄ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 寿製薬 高血圧･不整脈用剤 旧ﾋｰﾄ
LL 裸錠 白 有 ﾈﾌﾟﾀｻﾞﾝ錠 ﾒﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 緑内障緩解剤 0005中止
LL 裸錠 わずかにまだ

らをもつ淡黄
褐

有 ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ錠2.5mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL L L 5mg LL:5mg 裸錠 白 有 ﾚｯﾄﾘｯﾄ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 寿製薬 高血圧･不整脈用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚｯﾄﾘｯﾄ錠)

LL 裸錠 微黄～淡黄 無 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠5mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 5mg(ﾎﾘﾅｰﾄ
として)

ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 抗葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL 裸錠 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟｶｰﾙ錠 ﾄﾚﾋﾟﾌﾞﾄﾝ 40mg ﾜｲｽ 膵･胆道疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504迄)，承継(大
原薬品工業へ)に伴い

LL 裸錠 淡黄白 無 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠25mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 25mg(ﾎﾘﾅｰﾄ
として)

ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 還元型葉酸製剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠125mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg ﾜｲｽ-日本ﾍｷｻﾙ 結核化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0405迄) 0312社
名変更 0310販売元変更
010907収載(商品名の変
更 前:ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠)

LL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg ﾜｲｽ－日本ﾍｷｻﾙ 結核化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0405迄) 0312社
名変更 0310販売元変更
010907収載(商品名の変
更 前:ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠)

LL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠200mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 010907収載(商
品名の変更 前:ﾅﾊﾟﾉｰﾙ

LL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL 裸錠 白 無 ﾊﾞﾘﾀﾞｰｾﾞﾊﾞｯｶﾙ ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 腫脹緩解用酵素剤 0204中止 97ﾋｰﾄ商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) ﾊﾞｯｶﾙ錠

LL 裸錠 白 有 ﾊﾞﾘﾀﾞｰｾﾞｵｰﾗﾙ(内服錠) ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 腫脹緩解用酵素剤 0204中止 97ﾋｰﾄ商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

LL GB250 裸錠 白 無 GABOB錠｢ﾚﾀﾞﾘｰ｣ γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 脳機能代謝改善剤 9312中止

LL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:こげ茶2本
帯)

ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲ
ｸﾘﾝ

150mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 03頃ﾋｰﾄ変更，
150mg追加  97ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)
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LL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠100mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 100mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 0106ﾋｰﾄ表
100mg追加 97ﾋｰﾄ裏変更
(NA100削除)

LL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 97ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

LL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ250mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 97ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

LL 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠｢ﾚﾀﾞﾘｰ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 高尿酸血症治療剤 9906中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LL LC4 裸錠(長円形) 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
LL 裸錠(長円形) 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg ﾜｲｽ-ｱｽﾞｳｪﾙ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ(0407迄)

0312社名変更 0310販売
元変更 9709ﾋｰﾄ変更，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LL 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾝ錠(2mg) 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

青透明 ｱｰﾃﾝS.R. 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 5mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 9202中止

LL HX50 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾞﾛﾓｯｸｽ錠 ｷﾈﾀｿﾞﾝ 50mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 降圧利尿剤 9307中止
LL 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙透明 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽS.R. ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 500mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 9102中止

LL DX250 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 十字割線
LL 裸錠(十字割 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg ﾜｲｽ-三和化学研究所 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(0409迄)
LL 硬ｶﾌﾟｾﾙ わずかに黄

帯白/わずか
に黄帯白

ﾌﾙｴｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 抗悪性腫瘍剤 9906中止

LL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

LL 糖衣錠 赤褐(6錠)，
白(5錠)，黄
(10錠)，赤(7

無 ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ28錠 ﾉﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

経口避妊剤 0911中止 0806頃商品名
変更(前:ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ28)
赤(7錠)は有効成分含ま

LL ﾄﾛｰﾁ 橙 無 ｱｸﾛﾏｲｼﾝﾄﾛｰﾁ 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 15mg ﾜｲｽ-科薬 口腔用ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生
物質

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 0107ﾋｰﾄ15mg追
加 97ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LL 糖衣錠 赤褐(6錠)，
白(5錠)，黄
(10錠)

無 ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ21錠 ﾉﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

経口避妊剤 0911中止 0806頃商品名
変更(前:ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ21)

LLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠｢ﾚﾀﾞ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 乳癌治療剤 9908中止
LM LM μ

μ g
裸錠 白 無 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ

ﾄとして)
大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘

導体製剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載

LM Tw LM Tw.LM 2 裸錠 白 有 ｴﾙﾒｻｯﾄ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 東和薬品 脳･末梢循環障害改善剤 舌下錠
LM Tu-LM 25 Tu LM-25 25mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾗｯｶﾙﾐﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 辰巳化学・三和化学研究

所
抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｯｶﾙﾐﾝ錠)
0405本体ｺｰﾄﾞ追加

LM Tu-LM 50 Tu LM-50 裸錠 白～微黄白 有 ﾗｯｶﾙﾐﾝ錠｢50｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 辰巳化学 利尿降圧剤 9912中止
LM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 8902中止
LM 裸錠 白 有 ﾚﾏｼﾞｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 帝三製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0005中止
LM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 9703中止
LM TKS 903  TKS 903 TKS903 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾝﾐｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾍﾞﾈｷｻｰﾄﾍﾞｰﾀﾃﾞ

ｸｽ
200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 防御機構増強胃炎･胃潰

瘍治療剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾝﾐｰﾙｶﾌﾟｾﾙ)

LMB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(中央
赤斜線)

ﾛﾒﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 塩野義製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 9808ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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LMT WYETH LMT 裸錠 白 有 ﾛﾗﾒｯﾄ錠1.0 ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 900824収
載

LMZC Tw.LMZC  Tw.LMZC
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾗｸﾏｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 東和薬品 胃粘膜障害治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾗｸﾏｰｾﾞｶﾌﾟ

LN LN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

薄帯黄赤 無 ﾌﾙﾀﾞﾗ錠10mg ﾘﾝ酸ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 10mg ｼﾞｪﾝｻﾞｲﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗悪性腫瘍剤 1007製造販売元変更(前:
ﾊﾞｲｴﾙ薬品)

LN CIBA:LN 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

微帯黄白～
淡黄

ﾒﾄﾋﾟﾛﾝ ﾒﾁﾗﾎﾟﾝ 250mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 下垂体ACTH分泌機能検
査用薬

旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)

LN Tu LN･001  Tu LN･001 Tu LN･001 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ﾛﾝﾊﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 止瀉剤 0706商品名変更(前:ﾛﾝﾊﾞ
ﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ)

LNC LNC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾅｯｸ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 前田薬品工業-大正富山
医薬品

経口蛋白分解酵素阻害
剤

0306ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9805本
体印刷 960705収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LNC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 9710ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LND SW LND:0.25 SW-LND 0.25mg:0.25 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾚﾝﾃﾞﾑD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 睡眠導入剤 090515収載

LNT RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾅｶｰﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 循環機能改善剤 0105中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LNT RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾗﾅｶｰﾄ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 循環機能改善剤 8906中止
LO Tw LO TwLO 5mg:5mg 糖衣錠 白 無 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 心身安定剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾐﾆｱﾝ錠5)
LO Tw LO Tw LO 5mg 糖衣錠 白 無 ﾛﾐﾆｱﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 心身安定剤 旧品名(080620ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟ

ﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
960705収載

LO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠10mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 血行動態改善型降圧剤 0504社名変更(合併)
LO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠20mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 20mg 山之内製薬 血行動態改善型降圧剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 9610ﾋｰﾄ

裏変更 920529収載
LOB LOB-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺﾍﾞﾙｼﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 循環機能改善剤 9304中止
LOB LOB-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺﾍﾞﾙｼﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 循環機能改善剤 9304中止
LOC KI 2206 LOC:MECT KI-2206 裸錠 白 有 ﾛｺﾅｽ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ﾒｸﾄ 脂質代謝･末梢血行改善

剤
98中止

LOG 裸錠(蝶型) 白 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LOG 裸錠(蝶型) 白 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠10mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LOG 裸錠(蝶型) 淡黄 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠20mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9802ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LOLYNDIOL HR 5:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾛ･ﾘﾝﾃﾞｵｰﾙ ﾘﾈｽﾄﾚﾉｰﾙ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1.6mg，
0.048mg

日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 内服用黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ
複合剤

0611頃中止 0504販売元
変更(前：三共)

LOP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 止瀉剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞｶﾌﾟｾ

LOP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大日本製薬 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
LOP CG 116 LOP20:CG 116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9712ﾋｰﾄ

裏変更(LOP20削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LOP CG 117 LOP40:CG 117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

心選択性β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9801ﾋｰﾄ
裏変更(LOP40削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LOPSR CG 121 LOP SR:CG 121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 有 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSR錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

徐放性降圧剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9801ﾋｰﾄ
裏変更(LOP SR削除)，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LORS Tw:LORS
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 東和薬品 高脂血症治療剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾛﾙｽﾀｰ錠)

237 / 404 ページ



LORS Tw:LORS Tw.LORS 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾙｽﾀｰ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾄｰ

LOS 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

LOS 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ･吉富薬品

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

LOS 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

LOX KTB 44 KTB-44 60mg:60mg 裸錠 淡紅 有 ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 寿製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠)

LP L P 裸錠 白～淡黄白 有 ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 970912収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

LP L P LP 裸錠 白～淡黄白 有 ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 0206ﾋｰﾄ変更

LP LP 15 LP15:15mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
DK｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大興製薬-三和化学研究
所，ｱｲﾛﾑ製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

LP 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ
変更

LP LP 30 LP30:30mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
DK｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大興製薬-三和化学研究
所，ｱｲﾛﾑ製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

LP SW-295 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅﾎﾟﾝ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 沢井製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗悪性腫瘍剤 98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
LP50)削除

LP 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ
変更

LP SW-296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅﾎﾟﾝ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 沢井製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗悪性腫瘍剤 98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
LP100)削除

LP Tu-LP 100 Tu LP-100 裸錠 薄紅 有 ﾚﾌﾟﾘﾝﾄﾝ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

辰巳化学・ﾏｲﾗﾝ製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

LP 糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄)
LP BM 210 BM210:BM210 Lp 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 日本ﾛｼｭ 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9808会

社統合に伴い承継
LP LP250  LP250 LP250:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾅｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 堀井薬品工業-ﾏｲﾗﾝ製

薬
止瀉剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾍﾟﾅｶﾌﾟｾﾙ)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

LP 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 山之内製薬 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
LPF T A LPF 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｴﾑｴﾌ 高脂質血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9603社

名変更 94本体刻印
LPM Th 170 裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠｢

BMT｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経用剤 92中止

LPN L X LPN 裸錠 極薄紅 有 ﾛﾍﾟﾆｯﾄ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0208中止 9903ｴﾑｴﾌから
承継

LPR LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 東洋新薬 止瀉剤 中止 920710収載
LPR LPR 215 LPR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ｴﾑｴﾌ 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9603社名

変更 900713収載
LPR LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 旧品名(0911ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸

塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

LPR LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 0911商品名変更(前:ﾛﾍﾟﾗ
ﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg)

LR Hoechst LR 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ-R錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ､ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 15mg，0.1mg ﾍｷｽﾄ薬品工業-日本ﾍｷ
ｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ

降圧剤 9707中止

LR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾏｰﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 三菱東京製薬 抗悪性腫瘍剤 0011中止
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LR n 967
967

裸錠(長円形) 白～微黄 無 ﾚｺﾙｸ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

前立腺肥大症･癌治療剤 0012中止 930909販売

LR LR 251 LR251:LR251 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾋﾟﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 東亜医薬品工業 高脂血症治療剤 旧商品名(製造元社名変
更に伴い商品名変更，ﾋﾞ
ﾅｽﾙ錠200へ） 900713収

LRT 339 LRT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾘｰﾄ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 脳循環代謝改善剤 中止 920710収載
LRW RASTINON LRW 裸錠 白 有 ﾍｷｽﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠0.5g ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 0512商品名変更(前:ﾍｷｽ

ﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠) 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ表変更

LS LS μ g 裸錠 白 無 ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･東和薬品，日
本ｹﾐﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LS 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬
とﾋｰﾄ異なる

LS SW-914 SW-914:SW-LS 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 9208中止
LS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｽﾓﾝ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 痙縮緩解剤 0112中止 0110社名変更

削除
LS Tu LS-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾙｼﾄﾝ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 辰巳化学 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ

ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0812中止 0706商品名変
更(前:ﾙｼﾄﾝ錠)

LS SW-690 SW-LS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
LSB LSB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾘｽﾄﾌﾞﾚﾝ錠200 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 東洋新薬 脳循環代謝改善剤 中止 900713収載
LSG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｾﾙｷﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 脳循環代謝改善剤 9907中止 9702ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
LSR TTS 240 LSR:TTS-240 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白/微黄

白
ﾛｰｾﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 高田製薬 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 920710収

載
LST NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
LST 裸錠 白 有 ﾘｼﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg わかもと製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0212中止 9805ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
LST 糖衣錠 青緑 無 ｴﾙｶｽﾄSS ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 50mg 同仁医薬化工 軟部腫脹治療剤 0207中止
LSZ LSZ-30 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ﾀｲﾖｰ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大洋薬品工業 出血抑制･消炎酵素剤 94中止 9306ｴﾑｴﾌ製剤

から承継
LT L T 徐放錠 白 有 ﾃﾙﾀﾞﾝL錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

LT 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬
とﾋｰﾄ異なる

LT Y LT:0.75 Y-LT0.75 0.75mg：Y-
LT0.75 0.75mg

裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(0.75mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

LT LT 1:☆ORGANON LT1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg MSD 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

LT Y LT:1.5 Y-LT1.5 1.5 裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(1.5mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

LT LT 2:☆ORGANON LT2：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg MSD 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

LT Y LT:2 Y-LT2 2mg：Y-LT 2mg 裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(2mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

LT 裸錠 白 無 ﾙﾄﾗｰﾙ錠2mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 2mg 塩野義製薬 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾄﾗｰﾙ錠)
0105ﾋｰﾄ変更(横型→縦
型) 表裏商品名記載

LT Y LT:3 Y-LT3 3mg：Y-LT 3mg 裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(3mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

LT Tu L05 Tu LT-05 糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾗｰｾﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 辰巳化学 持続型血管拡張降圧剤 01頃中止 980710収載
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LT SW LT5：5 SW -LT5 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｱｳﾄ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

040709収載

LT Tu L10 Tu LT-10 糖衣錠 淡黄 無 ﾘﾄﾗｰｾﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続型血管拡張降圧剤 01頃中止 980710収載
LT NL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放

性）
白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0107

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

LT NL 40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
960705収載

LTC Th 111 Th111 LTC:LTC 裸錠 白 有 ﾗｲﾄｺｰﾙ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 睡眠導入剤 9808中止 9306本体ｺｰﾄﾞ
化 920710収載

LTG LTG 2 LTG2 裸錠 白 無 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠小児用2mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗てんかん剤 081212収載
LTL LTL 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9603社

名変更 9407本体刻印
LU ﾄﾛｰﾁ剤 白～微黄白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞﾄﾛｰﾁ10mg ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 口腔ｶﾝｼﾞﾀﾞ症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞﾄﾛｰﾁ)
LU SY-LU 裸錠 淡黄 無 ﾙﾅﾋﾟﾗﾝ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 生晃栄養薬品 前立腺肥大症･前立腺癌

治療剤
98中止 900713収載

LU TP 165 TP 165 100:TP-165 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾙﾐｵｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0612商品名変更(前:ﾙﾐｵ
ｽｶﾌﾟｾﾙ)

LU Y LU4 裸錠 白 有 ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠4mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ 4mg 田辺三菱製薬-大正富山
医薬品

ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304大正富
山医薬品販売 0301ﾋｰﾄ

LU Y LU8 裸錠 白 有 ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠8mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ 8mg 田辺三菱製薬-大正富山
医薬品

ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304大正富
山医薬品販売 0303ﾋｰﾄ
変更（8mg追加）

LUC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
LUC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
LUD CG:203 LUD10:CG 203 LUD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 8904色変

更(前:淡橙)
LUD CG:204 LUD25:CG 204 LUD25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 8904色変

更(前:橙)
LUD CG:205 LUD50:CG 205 LUD50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 暗橙 無 ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 四環系抗うつ剤 1104中止
LUFTGEN LUFTGEN 裸錠 白 無 ﾙﾌﾄｹﾞﾝ錠 中外製薬 胃･十二指腸二重造影用

発泡剤
9005中止

LUK ZE 64:2.5 LUK2.5 2.5 ZE64:2.5mg 裸錠 白 無 ﾙｰｸ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾒﾙｸﾎｴｲ

選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0307ﾋｰﾄ変更 010706収
載

LUK ZE 65 LUK5 5 ZE65:5mg 裸錠 白 有 ﾙｰｸ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾒﾙｸﾎｴｲ

選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0303ﾋｰﾄ変更 010706収
載

LUL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾙｰﾗﾝ錠4mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 4mg(塩酸ﾍﾟﾛ
ｽﾋﾟﾛﾝとして)

大日本住友製薬 抗精神病剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙｰﾗﾝ錠4)

LUL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ﾙｰﾗﾝ錠8mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 8mg(塩酸ﾍﾟﾛ
ｽﾋﾟﾛﾝとして)

大日本住友製薬 抗精神病剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙｰﾗﾝ錠8)

LULDS DS059 DS059 LUL:16mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～帯黄白 有 ﾙｰﾗﾝ錠16mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 16mg(塩酸ﾍﾟ
ﾛｽﾋﾟﾛﾝとし

大日本住友製薬 抗精神病剤 080704収載

LUN KW 830:3 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

LUN KW 831:6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

LV ＩＷ 04 LV IWAKI 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｲﾜ
ｷ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

岩城製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

LV Tu-LV 004 Tu LV-004 裸錠 白 有 ﾙﾝﾎﾞﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 気道粘液溶解剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾝﾎﾞﾝ錠)
0612本体ｺｰﾄﾞ追加

LV YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg 山之内製薬 精神安定剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9908ﾋｰﾄ
変更(SP->PTP)
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LV Y LV5:5 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0505ﾋｰﾄ変更
010706収載(商品名の変
更 前:ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠)

LV 25 M917 LV-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 模範薬品研究所 精神安定剤 9007中止
LV LV 25 裸錠 淡赤 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠25μ g｢ｻﾝ

ﾄﾞ｣
ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g ｻﾝﾄﾞ 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0606商品名変更(前:ﾚﾎﾞﾁ

ﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠25μ g｢ﾍｷ
ｻﾙ｣) 富士製薬工業のも
のとﾋｰﾄ異なる

LV LV 25 LV25 25:25μ g 裸錠 淡赤 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠25μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g ｻﾝﾄﾞ-富士製薬工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0611ﾋｰﾄ変更，商品名変
更に伴い 0606商品名変
更(前:ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ
錠25μ g｢ﾍｷｻﾙ｣) ｻﾝﾄﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

LV LV 25 LV25:25μ g 裸錠 淡赤 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠25μ
g｢ﾍｷｻﾙ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g ｻﾝﾄﾞ-富士製薬工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0512迄，ｻﾝﾄﾞと同
じﾋｰﾄになった)

LV Y LV25:25 25mg：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504ﾋｰﾄ変更
010706収載(商品名の変
更 前:ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠)

LV LV 50 裸錠 白 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠50μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g ｻﾝﾄﾞ 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0606商品名変更(前:ﾚﾎﾞﾁ
ﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠50μ g｢ﾍｷ
ｻﾙ｣) 富士製薬工業のも
のとﾋｰﾄ異なる

LV LV 50 LV50 50:50μ g 裸錠 白 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠50μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g ｻﾝﾄﾞ-富士製薬工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0611ﾋｰﾄ変更，商品名変
更に伴い 0606商品名変
更(前:ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ
錠50μ g｢ﾍｷｻﾙ｣) ｻﾝﾄﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

LV LV 50 LV50:50μ g 裸錠 白 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠50μ
g｢ﾍｷｻﾙ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g ｻﾝﾄﾞ-富士製薬工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0512迄，ｻﾝﾄﾞと同
じﾋｰﾄになった)

LV Y LV50:50 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠50mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0506ﾋｰﾄ変
更，表ｺｰﾄﾞ削除 010706
収載(商品名の変更 前:ﾚ

LVIWAKI ＩＷ 04 LV IWAKI 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｲﾜ
ｷ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

岩城製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

LX L X 裸錠 極薄紅 有 ｼﾗﾌﾞﾙ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0404
ﾋｰﾄ変更 0102ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LX L X LPN 裸錠 極薄紅 有 ﾛﾍﾟﾆｯﾄ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0208中止 9903ｴﾑｴﾌから
承継

LX 裸錠 白 有 ﾗｷｿﾅﾘﾝ錠 酢酸ﾋﾞｿｷｻﾁﾝ 60mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 緩下剤 9410中止 8908本体変更
LX LX 100 LX100 100mg:LX100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

DK｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大興製薬-日本ｹﾐﾌｧ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

LXP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

LXP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9604中止
LXTP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾗﾘｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0108迄) 9601ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
LXTP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡黄赤 有 ﾗﾘｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9604中止

LY Tw L10 Tw.LY10 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 東和薬品 消炎酵素剤 92中止
LY M113 LY-30 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾓﾊﾝ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 模範薬品研究所 消炎酵素剤 9003中止
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LY Th 3952 Th3952 LY30:LY30 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢BM｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 酵素性消炎･出血抑制剤 9808中止 951201商品名
変更(｢BMT｣->｢BM｣) 94
ﾋｰﾄ変更

LY Tw L30
30mg

裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤
収載(商品名変更に伴
い，前:塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30･

LY Tw L90
90mg

裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤
品名変更(塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠
90｢ﾄｰﾜ｣)

LYS LYS10 耳:LYSOZYME
CH 10mg

裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 9706中止

LYSY SY LY30SY (30は小文字) 裸錠 白 無 ﾘｿﾞｽﾐﾝ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 生晃栄養薬品 消炎酵素剤 0512中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ
の製品多数あり

LYSY SY LY90SY (90は小文字) 裸錠 白 有 ﾘｿﾞｽﾐﾝ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 生晃栄養薬品 消炎酵素剤 0912中止 0712商品名変
更(前:ﾘｿﾞｽﾐﾝ90) 同じ本
体ｺｰﾄﾞの製品多数あり

LZ LZ 05 LZ117SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 進化製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
LZ LZ 05 LZ112SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 進化製薬 抗不安剤 9603中止 9304ﾋｰﾄ変更
LZ Tw Z0.5 Tw.LZ0.5 裸錠 白 無 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 東和薬品 抗不安剤
LZ LZ 1 LZ117SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 進化製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
LZ LZ 1 LZ112SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 進化製薬 抗不安剤 9403中止 9304ﾋｰﾄ変更
LZ Tw Z1 Tw.LZ1.0 裸錠 白 有 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1.0｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 東和薬品 抗不安剤
LZ Tu LZ-030 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ30錠｢ﾀﾂﾐ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 辰巳化学 消炎酵素剤 96中止
LZ Tu LZ-090 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ90錠｢ﾀﾂﾐ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 辰巳化学 消炎酵素剤
LZD ZYVOX 600mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～微黄白 無 ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ錠600mg ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ 600mg ﾌｧｲｻﾞｰ ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾝ系合成抗菌

剤(VRE感染症治療薬)
0406ﾋｰﾄ変更

LZM LZM 211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾓﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0806ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ

LZSV LZ 05 LZ112SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 進化製薬 抗不安剤 9603中止 9304ﾋｰﾄ変更
LZSV LZ 1 LZ112SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 進化製薬 抗不安剤 9403中止 9304ﾋｰﾄ変更
LZSV LZ 05 LZ117SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 進化製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
LZSV LZ 1 LZ117SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 進化製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
M KTB-M 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢

KTB｣
ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 寿製薬･持田製薬 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2

剤
070706収載

M 糖衣錠 橙 無 ｽﾊﾟﾒﾄﾘﾝM錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 東亜薬品-山之内製薬 子宮収縮止血剤 9603中止 9102製造元(三
全->東亜)

M 裸錠 白～淡灰白 無 ﾐﾔBM錠 宮入菌末 20mg ﾐﾔﾘｻﾝ製薬 整腸剤(酪酸菌製剤) 0607社名変更 0001ﾋｰﾄ
商品名記載

M FS-M01 裸錠 黄 有 ﾏｽﾊﾙﾐﾝ錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 9704中止
M 裸錠 わずかにまだ

らをもつ淡黄
褐

有 ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ錠2.5mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

M MS M-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒｿﾞﾘﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 明治製菓 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

9202中止

M M2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾛｲｼﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 帝三製薬 微小循環改善剤 9304中止
M PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
M MS M-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 50mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 9210中止
M MS M-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 100mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 9806中止
M FS M05 FS-M05 裸錠 白 有 ﾒﾁｷｻｰﾄ錠 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ 2.5mg 扶桑薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0504中止 9912ﾋｰﾄ商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
M MS M-05  MS M-05

200mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ﾒﾃﾞ
ﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

M NC M5 NCM5:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
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M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄白/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-第一製薬

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0501中止(0412錠販売)
0203ﾋｰﾄ変更 010202収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

M M05：5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄白/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0406中止(0412錠販売)
0406第一製薬の単独販
売，ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰは製造の

M MS M-06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9212中止

M Tw M6 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 東和薬品 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･

M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-第一製薬

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0501中止(0412錠販売)
0203ﾋｰﾄ変更 010202収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

M M06:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0406中止(0412錠販売)
0406第一製薬の単独販
売，ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰは製造の

M 丸剤 黒褐 無 ｳﾁﾀﾞの八味丸M ｳﾁﾀﾞ和漢薬 漢方製剤
M MS M-07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無

透明
ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9004中止

M HT7M HT7M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾀﾓﾁｰﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 堀田薬品合成 精神･情動安定，消化性
潰瘍治療剤

中止

M GC5270:GC5270 耳:GC
M7 50mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤 0012中止 9901ﾋｰﾄ変更

M M 008 M008:M008 200 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠
200)

M M 008 M008:M008 200 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(090515ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ
錠200mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802ｺｰﾄﾞ変更，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

M GC5280:GC5280 耳:GC
M8 100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤
削除)

M M 010 M010:M010 400 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠400mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠
400)

M M 010 M010:M010 400 mg 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(090515ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ
錠400mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802ｺｰﾄﾞ変更，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

M 裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 富山化学工業 止血剤 9604中止

M 10M 10M SCHERING:10mg 裸錠 白 有 ﾀｽｵﾐﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝ錠)，ﾋｰﾄ裏MPI405削

M NC M10 NCM10:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
M 裸錠 黄 有 ｽﾘﾝﾀﾞｸ錠100｢ﾏﾙｺ｣ ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0803中止 0301ﾋｰﾄ変更，

裏商品名，記号記載
M HT11M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾘﾀｼﾞｬｽﾄNｶﾌﾟｾﾙ 堀田薬品合成 総合消化酵素剤 9204中止
M Tw VB12M Tw.VB12･M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤
M Tw M12 Tw.MNT12 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･12 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 東和薬品 めまい治療剤
M HT12M 糖衣錠 桃 無 ﾘﾀｾﾝﾄﾞ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

堀田薬品合成 緩下剤 0002中止(0003鶴原製薬
へ承継) 9703ﾋｰﾄ表変更
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M MS M14
200mg

裸錠 薄橙 有 ﾐｵｶﾏｲｼﾝ錠200 酢酸ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止

M 裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 0009製造
元変更 9701社名変更

M 15M:15mg 裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｻｰﾙ錠)

M TwM 15 mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 東和薬品 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

080704収載

M HT 16M HT16M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠HT ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 堀田薬品合成 H2受容体拮抗剤 0001中止 9309再開 9206
中止

M MS M18 裸錠 白 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 明治製菓 持続性心身安定剤 0610割線模様追加
M HT19M 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾟｺｷﾗﾝｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 堀田薬品合成 緩下剤 0003中止 9705ﾋｰﾄ変更

(PIC削除)，商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

M MS M19 裸錠 薄橙 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 明治製菓 持続性心身安定剤 割線模様あり
M TA M20

PGUARD:20mg PGUARD
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄～黄 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠20mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 20mg 田辺三菱製薬工場-田辺

三菱製薬
持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺

製薬）
M MS M20

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒｲｱｸﾄ錠100 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 明治製菓 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0608中止，ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg販売に伴い

M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ﾖｰﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬 心臓異常興奮調整剤 0011中止 9808ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

M HT 24M HT24M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾌﾞﾁﾉﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 堀田薬品合成 消化管運動調律剤 中止 920710収載
M O.S M25 O.S-M25 25mg:25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

M HT 26M HT26M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾙﾓｶﾞﾝ錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ 100mg 堀田薬品合成 整腸･殺菌剤 99中止 940708収載
M MS M27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 明治製菓 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
060707収載，ﾒｲｱｸﾄ錠
100の改良品(ｶｾﾞｲﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ除去他)

M MS M28
15mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾘﾌﾚｯｸｽ錠15mg ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ 15mg 明治製菓 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ・ｾﾛﾄﾆﾝ作動
性抗うつ剤

090904収載

M PIC HT29M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾋﾟｺｷﾗﾝ錠7.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 7.5mg 堀田薬品合成 緩下剤 99中止 940708収載
M 裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 富山化学工業 止血剤 旧ｺｰﾄﾞ（0310迄）

M TA M30
PGUARD:30mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐～褐 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

M HT 35M HT35M 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀｼﾊﾞｰﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 堀田薬品合成 消化管運動改善剤 中止 960705収載
M M 035 M035 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾏｲﾗ

ﾝ｣
塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 080201収載(商品名変

更，前:ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠
125mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

M HT39M HT39M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50HT ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 堀田薬品合成 胃潰瘍治療剤 99中止 990709収載
M m 50 TTS-635 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠小児用

50mg｢ﾀｶﾀ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 高田製薬･大原薬品工

業，塩野義製薬
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

M Tw:M50 Tw.MINO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 950707収載
M O.S M50 O.S-M50 50mg:50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄ表
面には月→日の表示有り

M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

M M50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

M M 50 裸錠 微黄白 無 ﾒﾉﾎﾟｻﾑ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 富士製薬工業 自律神経調整剤 0011中止 9605ﾋｰﾄ変更

M TA M60
PGUARD:60mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑～灰緑 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾛｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 091113収載
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M Tw:M 100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質

M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

M M100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0206ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

M M101 糖衣錠 緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾓﾊﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 模範薬品研究所 不整脈治療剤 9102中止
M M105 糖衣錠 橙 無 ｱﾘﾁｱ配合錠 ﾏｲﾗﾝ製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾘﾁｱN50)
M M 107 M107 15mg:M107 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢ﾏｲﾗﾝ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
091113収載

M M 108 M108 25mg:M108 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

091113収載

M M 109:50 M109 50mg:50mg 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 091113収載
M M 110:100 M110 100mg:100mg 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ﾏｲﾗ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 091113収載
M M 111:2.5 M111 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢

ﾏｲﾗﾝ｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
091113収載

M M 112:5 M112 5mg:5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

091113収載

M M 113:10 M113 10mg:10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

091113収載

M M113 LY-30 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾓﾊﾝ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 模範薬品研究所 消炎酵素剤 9003中止
M M 114:5 M114 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

M M115:1 0 M115 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

M M 117:5 M117 5mg:5mg 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

ﾏｲﾗﾝ製薬 骨粗鬆症治療薬 100528収載

M M117 糖衣錠 白 無 ｸﾛｺｰｹﾞﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 模範薬品研究所 精神安定剤 9008中止
M M118 糖衣錠 微黄 無 ｸﾛｺｰｹﾞﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 模範薬品研究所 精神安定剤 9008中止
M M119 糖衣錠 黄 無 ｸﾛｺｰｹﾞﾝ錠100mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 100mg 模範薬品研究所 精神安定剤 9008中止
M TA M120

PGUARD:120mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青～青 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠120mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 田辺三菱製薬工場-田辺

三菱製薬
持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺

製薬）
M M122 AKC-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾓﾊﾝ｣ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 模範薬品研究所 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9011中止
M M124 M124 ON-500 裸錠 灰褐 有 ｵｷｿﾗﾆｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 模範薬品研究所 合成抗菌剤 9003中止
M M 125 M125 12.5mg:M125

12.5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
101119収載

M 128 M128 2mg:M128 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

080201収載(商品名変
更，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠
2mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

M M 131 M131 50mg OD:50mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠50mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 101119収載

M M131 OZ-10 糖衣錠 白 無 ｵｿﾞﾝﾀﾑ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 模範薬品研究所 抗不安剤 8708中止
M M 132 M132 100mg OD:100mg

OD
裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠100mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 101119収載

M M132 OZ-20 糖衣錠 白 無 ｵｿﾞﾝﾀﾑ20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 模範薬品研究所 抗不安剤 8708中止
M M135 EL-10 裸錠 黄～橙黄 有 ｴﾚｸﾘｯﾄ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 模範薬品研究所 強心剤 9008中止
M M138 AP-100 糖衣錠 白 無 ｱﾍﾟﾀｲﾄﾝ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 模範薬品研究所 去痰剤 9104中止
M 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ

ﾄ
白 無 MDSｺｰﾜ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和新薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0301迄) 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
M MA 160 MA160 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(胃溶

性)
白 無 ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝ配合胃溶錠 ﾏﾙﾎ 喘息治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝM
錠)，ﾋｰﾄ裏M削除

M M 161 M161 裸錠 極薄紅 有 ｳﾅｽﾁﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0704ﾋｰﾄ表60削除
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾅｽﾁﾝ錠)
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M M 162 M162 裸錠 白 有 ｱﾌﾟﾛｺｰﾙ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾒﾙｸ製薬 本態性高血圧症，腎性高
血圧症

0712中止 0607社名変更

M M 163 M163 4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

080201収載(商品名変
更，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠
4mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

M M 164 M164:5mg 裸錠 白 有 ｱｿﾞﾌﾟｼﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日本薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 旧ｺｰﾄﾞ(0310迄) 02頃製
造元変更（前：模範薬品
研究所） 010706収載

M M 171 M171 8mg:M171 8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

080704収載

M m 200 TTS-636 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｶ ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 高田製薬･大原薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
M M 200 FJM200:200 200mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠200 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ

ﾝ
200mg 富士製薬工業 抗悪性腫瘍経口黄体ﾎﾙ

ﾓﾝ製剤
0309ﾋｰﾄ変更，表200mg
削除等 990709収載

M M 201 M201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌｺﾃﾞ錠｢ﾓﾊﾝ｣ 模範薬品研究所 鎮咳･解熱･鎮痛剤 0207中止 0103PTP変更
9501本体ｺｰﾄﾞ化，剤型変
更

M M 201 M201 0.25mg:M201
0.25mg

裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080201収載(商品名変
更，前:ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠
0.25mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

M M202 M202 1.0mg:M202 1.0mg 裸錠(楕円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 080201収載(商品名変
更，前:ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢
ﾒﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

M M 207 M207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌｺﾃﾞN配合錠 ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮咳･鎮痛･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾌｺﾃﾞN錠)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

M M 211:1 M211 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

M M211 CS-10 裸錠 白 有 ｸﾛｻｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 模範薬品研究所 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9201中止
M M 212:3 M212 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

M 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾓﾃﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 帝三製薬 高血圧･狭心症治療剤 9110中止
M M219 裸錠 白又は微黄 有 ｶﾞﾝﾏ･ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣

100
ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 100mg 模範薬品研究所 自律神経賦活剤 9008中止

M M221 KN-5 裸錠 白～淡黄 有 ｺﾘﾈﾙｼﾞﾝ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 模範薬品研究所 平滑筋鎮痙剤 9302中止
M M 268 M268 100 裸錠 白 有 ｷﾓﾀﾐﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｽｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 模範薬品研究所 肝･胆･消化機能改善剤 0112中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
M M 269 M269 200 裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 模範薬品研究所 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0501迄) 000707

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

M M 270 M270 裸錠 白 有 ｸﾛﾍﾞｰﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 模範薬品研究所 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0502迄) 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

M 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 0310本体ｺｰﾄﾞ位置変更
（両面→片面一括） 0302
ﾋｰﾄM・300削除，300mg
追加

M M 301 M301 2.5mg:M301 2.5mg 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 081107収載

M M 303 M303 5mg:M303 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

080201収載(商品名変
更，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠
5mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)
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M M 304 M304 10mg:M304 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

080201収載(商品名変
更，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠
10mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

M M308 SP-10 糖衣錠 白 無 ｼｰｸｽﾐﾝP錠(10mg) ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9103中止
M M 308 75:M308 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠75mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ

ｵ，杏林製薬
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

M M 309 100:M309 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

M M310 SP-30 糖衣錠 白 無 ｼｰｸｽﾐﾝP錠(30mg) ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9103中止
M M311 50 M311 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

M M312 100 M312 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

M M328 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠｢ﾓﾊﾝ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 模範薬品研究所 利尿降圧剤 9302中止
M M332 CLC-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 肌/白 ｼｸﾗｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾓﾊﾝ｣ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 模範薬品研究所 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8903中止
M M338 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾒﾙﾌﾟ錠 ﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾓﾙﾌｧﾝ 10mg 模範薬品研究所 鎮咳剤 9008中止
M M 400 BY M 400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡灰赤 有 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg 塩酸ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ 400mg(ﾓｷｼﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品-塩野義製薬 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)，販
売元変更に伴い(新:ﾊﾞｲｴ
ﾙ薬品) 051209収載

M M 400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡灰赤 有 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg 塩酸ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ 400mg(ﾓｷｼﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 1007ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

M M401  M401 M401 100mg:M401 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

M M402  M402 M402 200mg:M402 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ
200mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

M M404 DA-0.25 裸錠 黄 有 ﾀﾞｲｻﾛｲﾄﾞ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 模範薬品研究所 血圧降下剤 9101中止
M M413 TS-0.5 糖衣錠 赤 無 ﾂｴﾙﾌﾞﾐﾝｴｽ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9104中止
M M414 DP-40 裸錠 白 有 ﾃﾞﾋﾟｯｸｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 模範薬品研究所 利尿降圧剤 9104中止
M M420 TJC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾝｼﾞｭｰﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 模範薬品研究所 胃･十二指腸潰瘍治療剤 9302中止
M M421 TA-200 裸錠 白 有 ﾁｱﾌﾟﾛｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 模範薬品研究所 脂質代謝･末梢血行改善

剤
9105中止

M M423 DR-25 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞﾙｯｸ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 模範薬品研究所 冠血管拡張剤 9302中止
M M424 DR-12.5 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞﾙｯｸ錠S ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 模範薬品研究所 冠血管拡張剤 9210中止
M M425 DSA 裸錠 淡黄緑 有 ﾀﾞｲｻﾙA錠 模範薬品研究所 血圧降下剤 9107中止
M M427 TB-20 裸錠 橙黄 無 ﾂｰﾋﾞﾀ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9008中止
M M484  M484 M484 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏｲﾗ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 081107収載
M M485  M485 M485 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾏｲ

ﾗﾝ｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 081107収載

M M 486 M486 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080201収載(商品名変
更，前:ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾒ
ﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

M Tw 307 Tw.VB12･M500 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212頃迄) 0208刻
印追加 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

M M503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾆﾌﾚﾘｰﾙ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 模範薬品研究所 鎮痛消炎剤 9906中止
M M 505 M505:M505 500mg 裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工

業
高ﾘﾝ血症治療剤 0803ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

会社社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

M M 506 裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高ﾘﾝ血症治療剤 0802ｺｰﾄﾞ変更，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)
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M M 507 M507 500mg:500mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｶﾙﾀﾝOD錠500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工
業

高ﾘﾝ血症治療剤 100528収載

M M 508 M508 250mg:250mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｶﾙﾀﾝOD錠250mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 高ﾘﾝ血症治療剤 100528収載

M M508 裸錠 白 有 ﾅﾛﾊﾟﾁﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 模範薬品研究所 気管支拡張剤 9008中止
M M 509 M509 徐放性ﾌｨﾙﾑｺｰ

ﾄ
微黄 無 ﾅﾛｯﾄL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 模範薬品研究所 徐放性前立腺肥大症治

療剤
0305中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

M M 527 M527 10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｸﾘﾏｰｹﾞﾝOD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｸﾘﾏｰｹﾞﾝ
ES錠10mg)

M M 555 M555 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢ﾏｲﾗﾝ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 080201収載(商品名変
更，前:ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
50mg小児用｢ﾒﾙｸ｣)，社
名変更に伴い(前:ﾒﾙｸ製

M M 556 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 080201収載(商品名変
更，前:ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢ﾒﾙｸ｣)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)，ｺｰ

M M 601:2.5 M601 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

M M 602:5 M602 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

M M603 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾋﾟｵﾍﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 模範薬品研究所 肝･胆道･膵痙縮緩解剤 9008中止
M M606  M606 M606 112.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/

白～帯黄白
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

081107収載

M M608 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾆﾄﾞﾝ錠 模範薬品研究所 解熱鎮痛剤 9008中止
M M609 糖衣錠 黄 無 ﾌﾟﾛﾆﾄﾞﾝｿﾌﾄ 模範薬品研究所 解熱鎮痛剤 0112中止
M M 611:80 M611 80mg:M611 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ

ｵ，杏林製薬
前立腺癌治療剤 090515収載

M M612 BZ-25 糖衣錠 黄緑 無 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 模範薬品研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎剤 8903中止
M M617 HS-1 裸錠 淡黄 有 ﾋｽﾀﾒｼﾞﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 模範薬品研究所 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9104中止
M M619 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｸｺﾘﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 模範薬品研究所 抗痙縮剤 9210中止
M 1.5 M621 M621 1.5：1.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣L ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0306ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 0002本
体刻印追加(M621)

M 075 M622 M622 0.75：0.75mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣S ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0310ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 0002本
体刻印追加(M622)

M 3 M626 M626 3：3mg 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢ﾓﾊﾝ｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 模範薬品研究所 精神障害治療剤 0408中止 0311ﾋｰﾄ変更
0002本体刻印追加
(M626) 9609ﾋｰﾄ変更(HA

M M627 PA-60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠｢ﾓﾊﾝ｣60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 模範薬品研究所 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9008中止
M M628 裸錠 白 有 ﾋﾟﾙﾃﾛｰﾙ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 模範薬品研究所 高血圧･不整脈用剤 9302中止
M M 631 M631 25 mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

25mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

M M 632 M632 50 mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

M M 633 M633 75 mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ﾏｲﾗﾝ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

M M635 糖衣錠 白～微黄 無 ﾊﾟﾊﾟﾆﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 26.4mg 模範薬品研究所 非麻薬性鎮咳剤 9104中止
M M640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾟﾘｺﾗｰｾﾞ錠 模範薬品研究所 消化酵素複合剤 9804中止 900713収載
M 2 M643 M643 2 裸錠 白 有 ﾎﾞﾗﾝﾀ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 模範薬品研究所 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0112中止 960705収載

M 3 M644 M644 3 裸錠 白 有 ﾎﾞﾗﾝﾀ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 模範薬品研究所 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9901中止 960705収載

M M 650 M650 裸錠 白 有 ﾌﾛｻｲﾝ錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 模範薬品研究所 睡眠導入剤 0112中止 980710収載
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M M 651 M651 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｷｻｰﾙ錠 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 模範薬品研究所 筋緊張状態の改善，痙性
麻痺

0112中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

M M 652:0.2 M652 OD 0.2:OD 0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾏｲﾗﾝ製薬・ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

M M 653:0.3 M653 OD 0.3:OD 0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾏｲﾗﾝ製薬・ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

M M 687 M687 裸錠 極薄赤 有 ﾌﾟﾘﾙｷｼﾝ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 模範薬品研究所 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤(血圧降下剤)

0412中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

M M 688 M688 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾒﾄﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 睡眠導入剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾛﾒﾄﾝ錠)

M M702 裸錠 白～灰白 無 ﾏｶﾞｰﾃ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 模範薬品研究所 消化器ｶﾞｽ駆除剤 9103中止
M M703 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾏﾛﾆｯﾄ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 20mg 模範薬品研究所 腫脹緩解剤 88中止
M M 703 M703 250mg:250mg 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg ﾏｲﾗﾝ製薬 潰瘍性大腸炎・ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載

M M706 TP-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾁﾙﾄﾞﾊﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 模範薬品研究所 血圧降下剤 9201中止
M M717 裸錠 白 有 ﾒﾄｺﾌ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 模範薬品研究所 気管支拡張剤 9004中止
M M719 ME-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛｷｼﾝ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 模範薬品研究所 脳代謝機能改善剤 9302中止
M M 721 M721 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠25mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 101119収載
M M 722 M722 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 101119収載
M M722 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 深緑 無 ﾒﾀｸﾞﾚﾝ錠S 模範薬品研究所 胃潰瘍･十二指腸潰瘍治

療剤
9406中止

M M M727 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾘｯｸ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 模範薬品研究所 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
M M 771 M771 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠10mg｢

KH｣
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬-協和発酵ｷﾘﾝ HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
0810販売元社名変更，合
併に伴い(前:協和発酵工
業)

M M 771 M771 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞｽﾀﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾒﾙｸ製薬-協和発酵工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(0607迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa塩錠10mg｢ﾒﾙｸ｣)

M M 772:5 M772 5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠5mg｢
KH｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬-協和発酵ｷﾘﾝ HMG-CoA還元酵素阻害
剤(高脂血症治療剤)

100528収載

M M 874 M874 裸錠 白 無 ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠5mg「ﾏｲﾗﾝ」 ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬･吉田製薬 鎮咳剤 0802商品名変更(前:ﾘﾝ酸
ｺﾃﾞｲﾝ錠5mg｢ﾒﾙｸ｣)，社
名変更に伴い(前:ﾒﾙｸ製
薬)，ｺｰﾄﾞ変更

M M 904 M904 裸錠 白 有 ﾘﾘﾊﾞｰ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾒﾙｸ製薬 精神神経安定剤 0712中止 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾘﾊﾞｰ錠)

M M 905 M905 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗精神病剤 080201収載(商品名変
更，前:ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾒ
ﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

M M905 RL-5 裸錠 黄 有 ﾘﾘﾊﾞｰ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 模範薬品研究所 抗不安剤 9302中止
M M 906 M906 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗精神病剤 080201収載(商品名変

更，前:ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾒ
ﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

M M911 糖衣錠 白 無 ﾚﾊﾞﾎﾝ-P錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 模範薬品研究所 肝臓障害用剤 0112中止
M M 912 M912 100:M912 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾏｲ

ﾗﾝ｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾏｲﾗﾝ製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

M M 914 M914 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗精神病剤 090515収載
M M 915 M915 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
M M 917 M917 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ﾏ

ｲﾗﾝ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

M 25 M917 LV-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 模範薬品研究所 精神安定剤 9007中止
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M M 918 M918 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

M M919 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾜｲﾝﾄﾞ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 模範薬品研究所 循環機能改善剤 9302中止
M M920 0.4 裸錠 白 有 ﾜｲﾄﾞｽﾛｰ錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 模範薬品研究所 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 98中止 920710収載
M I M I 裸錠 白 有 ﾅﾁﾙｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大洋薬品工業 低血圧治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)

980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

M.T.N 耳:M.T.N 裸錠 淡橙 有 ﾒﾀﾈｼﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 小林化工 循環増強剤 96中止
MA 耳:MA 糖衣錠 類黄 無 M.A.錠 丸石製薬 解熱鎮痛消炎剤 9110中止
MA SW-MA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾏｽﾄｯﾌﾟ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 沢井製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9409中止
MA 裸錠 白 有 ﾏｽﾌﾟﾚｽ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 低血圧症治療剤 9903中止 9604社名変更
MA O.S MA06 O.S-MA06 6mg:6mg 裸錠 白 無 ﾒﾆｴｰｽ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 めまい･平衡障害治療剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

MA Tu MA Tu MA-25 裸錠 白～微黄白 無 ﾏｰﾖﾝ錠｢25μ g｣ 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 気管支拡張剤 960705収載
MA 糖衣錠 白 無 ﾏﾝﾚｰﾄ錠 ｸｴﾝ酸ﾆｶﾒﾀｰﾄ 50mg 東京田辺製薬 末梢血流改善剤 9502中止 9310本体刻印
MA Tu MA･050 Tu MA･050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄

黄褐
ﾓﾊﾞﾚｰﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 辰巳化学 不整脈治療剤 940708収載

MA MA114SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾙﾒﾝﾀｰﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9603中止

MA MA140 軟ｶﾌﾟｾﾙ(円筒
体)

茶褐 ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝM ﾏﾙﾎ 喘息治療剤 9409中止

MA MA150 軟ｶﾌﾟｾﾙ(円筒
体)

橙赤 ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝD ﾏﾙﾎ 喘息治療剤 9409中止

MA MA 160 MA160 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(胃溶
性)

白 無 ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝ配合胃溶錠 ﾏﾙﾎ 喘息治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝM
錠)，ﾋｰﾄ裏M削除

MA MA 170 MA170：D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白～微黄白 無 ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝ配合腸溶錠 ﾏﾙﾎ 喘息治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝD
錠)，ﾋｰﾄ裏D削除

MA MA800 糖衣錠 白 無 ｺﾝﾋﾞﾁｰﾑ ﾏﾙﾎ 総合消化酵素製剤 0305中止 9703ﾋｰﾄ記号
削除，裏商品名記載(ｶﾀｶ

MA MA940 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｼﾌﾗﾐﾝ ﾊﾟｯｼﾌﾛｰﾗｴｷｽ 30mg ﾏﾙﾎ 植物性鎮静剤 0803中止 0310ﾋｰﾄ変更
(ﾛｺﾞ変更） 9704ﾋｰﾄ記号
削除，裏商品名記載(ｶﾀｶ

MAD MAD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾏｲｱﾃﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 東洋新薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 中止

MAD Sc 240 MAD 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾏﾃﾞｿｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 三和化学研究所 脳循環代謝改善剤 9504中止 900713収載
MAJ KW 669

MAJ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業-大日本製

薬
抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9607販売

MAP Th 123 Th123 MAP10:MAP10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 四環系抗うつ剤 9808中止 940708収載
MAP MS P16 MS PAM500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質

製剤
8909中止

MAP Th 124 Th124 MAP25:MAP25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾏﾌﾟﾚｽ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 四環系抗うつ剤 9808中止 940708収載
MAR MAR:30mg 裸錠 白 無 ﾏﾙﾑﾈﾝ 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 全星薬品工業 Ca拮抗剤 旧品名(080620ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ

塩酸塩錠30mg｢ZE｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

MASEDAL MI 106 耳:MASEDAL 裸錠 白 有 ﾏｾﾀﾞｰﾙ錠 丸石製薬 解熱鎮痛剤 9301中止
MASV MA114SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾙﾒﾝﾀｰﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9603中止

MASY MA50SY 糖衣錠 淡黄 無 ﾒﾝﾃﾅﾝ錠｢50mg｣ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 生晃栄養薬品 自律神経賦活剤 9412中止
MAT MAT-100:MECT KI-2395 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾏﾄﾛｼﾞﾝS･100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg ﾒｸﾄ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9107中止
MAT KI 2355 MAT:MECT KI-2355 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾏﾄﾛｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg ﾒｸﾄ 消化性潰瘍治療剤 9005中止
MAXALT MSD267：MAXALT MSD267 裸錠(長円形) 微帯赤 無 ﾏｸｻﾙﾄ錠10mg 安息香酸ﾘｻﾞﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 10mg(ﾘｻﾞﾄﾘ

ﾌﾟﾀﾝとして)
杏林製薬-ｴｰｻﾞｲ 5-HT1B/1D受容体作動

型片頭痛治療剤
030912収載

MAZULENIN 耳:MAZULENIN 裸錠 淡青 有 ﾏｽﾞﾚﾆﾝ錠 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 丸石製薬 炎症性胃疾患治療剤，抗
炎症含嗽剤

9210中止

MB 裸錠 白 無 ﾒﾙﾍﾞｽﾁﾝ ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 めまい･平衡障害治療剤 9902中止 9604社名変更
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MB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 第一三共 消炎鎮痛剤 0903中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
MB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠100mg ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 第一三共 抗炎症鎮痛剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌﾞﾛﾝ錠)
MB Tu-MB 250 Tu MB-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 有 ﾏｰﾋﾞｯﾄﾝ錠250mg ｼﾞﾌﾙﾆｻﾙ 250mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9910中止 920710収載
MB SW 907 SW-907 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾞﾁｯﾄ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 沢井製薬 消化管運動調律剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌﾞﾁｯﾄ錠)
MBM MBM-500 500μ g：500μ

g
糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 竹島製薬 末梢性神経障害治療剤 0504中止(日医工) 旧ﾋｰﾄ

0212ﾋｰﾄ変更
MBS Th335 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｢S｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢性神経障害治療剤 92中止
MC Tu-MC 糖衣錠 白 無 ﾏﾛｼﾝ錠 辰巳化学 過敏大腸症治療剤 9301中止
MC Tw MC Tw.MC 裸錠 淡橙 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 東和薬品 降圧利尿剤 94中止
MC CH-MC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄赤/わず

かに褐がかっ
た黄

ﾒﾄﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 長生堂製薬 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧品名(0909ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩
酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
に変更)，旧ﾋｰﾄ

MC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾛｰﾙ錠12mg 塩酸ﾃﾛｼﾞﾘﾝ 12mg ｷｯｾｲ薬品工業 頻尿･尿失禁治療剤 9109中止
MC MC 1 5mg YP-MC1 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾕｰﾄｸ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大興製薬-祐徳薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
MC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾛｰﾙ錠24mg 塩酸ﾃﾛｼﾞﾘﾝ 24mg ｷｯｾｲ薬品工業 頻尿･尿失禁治療剤 9109中止
MC MC 2 10mg YP-MC2 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾕｰﾄｸ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大興製薬-祐徳薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
MC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞﾁﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9902中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710
MC Y:MC 25 Y-MC25 糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 抗めまい剤 旧本体(0403迄)，承継(長

生堂製薬へ)に伴いｺｰﾄﾞ
変更 0110社名変更

MC OH MC150 OH-MC-150 150mg：
150mg

裸錠 淡赤 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠150｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 大原薬品工業 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢

MC MC313SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙSV ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 進化製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9603中止
MC SW 470 SW-470 15mg：15mg 裸錠 白 有 ﾒｸﾛｾﾘﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15ｍｇ｢ｻﾜ
ｲ｣) 0304ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-MC)削除

MCC KY01 耳:MCC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

300万単位 科薬 抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄)

MCC KY01  KY01 MCC300万単位 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ300万単
位

ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

300万単位 ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

MCI MCI 012 MCI012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾅｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg 三菱化学-藤沢薬品工業 脳血管性精神症状改善
剤

9805中止 9702ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MCI MCI 041 MCI041 150mg 裸錠 白 無 ﾛﾒｯﾄ錠150mg ﾚﾋﾟﾘﾅｽﾄ 150mg 田辺三菱製薬 気管支喘息基礎治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾛﾒｯﾄ)

MCI MCI 061:0.25 MCI061 裸錠 薄橙 無 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
変更(日研化学より)

MCI MCI 062:0.5 MCI062 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元

MCI MCI 063:1 MCI063 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元

MCI MCI 064:2 MCI064 裸錠 薄青 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元

MCOAP 裸錠 黄橙 無 ﾐｺﾝﾋﾞ配合錠AP ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ

40mg，
12.5mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT1
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ/利尿薬合

1007本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(H4)
追加 090619収載

MCOBP 裸錠 黄橙 無 ﾐｺﾝﾋﾞ配合錠BP ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ

80mg，
12.5mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT1
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ/利尿薬合

1004本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(H8)
追加 090619収載

MCR Z MCR:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐｺﾙﾃﾝR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 全星薬品工業 徐放性不整脈治療剤 0604中止 0307ﾋｰﾄ変更
960705収載
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MCS SW 418 SW 418 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｯｸﾀｰｾﾞ錠S 沢井製薬 総合消化酵素製剤 1105中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-MCS)削除

MCS T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9409本体刻印
920710収載

MCSV MC313SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙSV ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 進化製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9603中止
MCT Tw.MCT 糖衣錠 黄 無 ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 東和薬品 気道粘液溶解剤 9208中止
MCT 225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9412本体ｺｰﾄﾞ化

MCT SW-419:SW-MCT 糖衣錠 白 無 ﾏｯｸﾀｰｾﾞE糖衣錠 沢井製薬 消化酵素製剤 90中止
MD SW-MD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 沢井製薬 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
MD 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠5mg「ﾁｮｰｾｲ」)

MD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 塩野義製薬 鎮咳剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

MD MD 24 裸錠 白～微黄 無 ﾒﾄﾞﾝｻﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 帝三製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 0205中止
MD MD214SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠SV ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 進化製薬 血圧降下剤 9603中止
MD 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ-ﾊﾞｲｴﾙ薬

品
暗順応改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0207迄) 9905

ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
MD 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9604変

更
MD 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9603まで) 9508変

更
MDA MD 13A 糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃｰｽ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 抗めまい剤 9507中止 9201変更(社名

変更の為)
MDA MD 21A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｾﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 脳代謝改善剤 9507中止 9201変更(社名

変更の為)
MDA MD 31A 糖衣錠 淡赤 無 ﾌﾅｺﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9508中止 9201変更(社名

変更の為)
MDB MD MD 33B 裸錠 橙 無 ｹｰﾗｲﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 血管強化･止血剤 9507中止 9201変更(社名

変更の為)
MDC MD MD 21C 裸錠 白 有 ﾌﾅｿﾞｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 低血圧治療剤 9507中止 9201変更(社名

変更の為)
MDD MD 21D 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾊｲｸﾛﾚｰﾄ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 動脈硬化用剤 9507中止 9201変更(社名

変更の為)
MDE MD E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ､ﾙﾁﾝ 12.5mg，

12.5mg
日本ﾍｷｻﾙ 痔疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 97ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9609製造販売元変更

MDG MD 21G MD 21G 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 脳循環代謝改善剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾛｸﾗｰﾙ錠)
01ﾋｰﾄ表10mg追加 9702
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MDH MD 21H MD 21H 裸錠 白 有 ﾚｽｱｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ 利尿降圧剤 9507中止 9201変更(社名
変更の為)

MDJ MD 21J MD 21J 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 脳循環代謝改善剤 01ﾋｰﾄ表20mg追加 9702
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MDL MD 44L MD 44L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 00末中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960131
社名変更

MDL MD 44L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg 日本ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ(旧:
ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ)-塩野義製
薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9709中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

MDL B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾃﾞﾅｰﾙL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

MDN SW 026 SW-026 0.4mg:0.4mg 裸錠 白 有 ﾒﾃﾞﾎﾟﾘﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
MDN0.4)削除 920710収
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MDP SW 435 SW-435 40mg：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞﾋﾟﾝ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MDP40)削除
900713収載

MDPA MDP 22A 裸錠 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-塩野義製
薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで) 900420
収載

MDPA MDP 22A MDP22A 裸錠 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで) 900420
収載 920101社名変更

MDS 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ色/ｸﾘｰ
ﾑ色

ﾏﾀﾞﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化酵素剤 92中止

MDSV MD214SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠SV ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 進化製薬 血圧降下剤 9603中止
MDT Tw MDT

250mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 東和薬品 高血圧治療剤

加等)，商品名変更に伴
い 0612商品名変更(前:ﾒ
ﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠｢ﾄｰﾜ｣) 03頃本
体ｺｰﾄﾞ化

MDX MX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾞｯｸｽ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0205中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705収

ME ME MTR-250 SHIONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾘｵﾝ錠250 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-大洋薬品工
業，日本ｹﾐﾌｧ

経口糖尿病用剤 050708収載

ME SW 037 SW 037 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ0.5mg追加 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-ME0.5)削除

ME SW 038 SW-038 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠1 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-ME1)削除 920710収
載

ME 裸錠 白 有 ｾｵﾙﾅｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

ﾏﾙｺ製薬 腫脹緩解用酵素剤 0210中止 裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

ME ME5 ME5 500μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500μ g｢DK｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大興製薬-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤 101119収載
ME Tu ME Tu ME-020 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾙｺﾓﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
920710収載

ME M719 ME-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛｷｼﾝ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 模範薬品研究所 脳代謝機能改善剤 9302中止
ME Me 100:JANSSEN 裸錠 淡橙 有 ﾒﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ﾒﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 100mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 駆虫剤 0201製造元社名変更

0005ﾋｰﾄ変更
ME 糖衣錠 白 無 ﾒﾃｸﾘﾝ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日清製薬 子宮収縮止血剤 9507中止
ME ME 150 ME214SV 裸錠 淡赤 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢ｼﾝｶ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 進化製薬 降圧剤 9603中止
ME ME250 ME250 ME250 250μ g:250μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 深紅/淡桃 ﾒｺﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 日新製薬-科研製薬 末梢性神経障害治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｺﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0510色変更(以前のもの
より若干薄い)

MEA MEA:MECT KI-2155 裸錠 淡黄 無 ﾒﾗﾙｺﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾒｸﾄ 利尿降圧剤 98中止
MECT KI 1170 PAD:MECT KI-1170 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾒｸﾄ 精神神経安定剤 旧ﾃﾞｰﾀ，ｺｰﾄﾞ(91まで)
MECT MECT:611 TAK:611 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｶｼﾘﾝ錠 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ 経口用合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗

生物質製剤
98中止

MECT KI 1141 ROI:MECT KI-1141 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｲﾏｰﾙ ﾒﾁｱｼﾞﾝ酸 250mg ﾒｸﾄ 鎮痛･消炎剤 98中止
MECT KI 1156 CAL:MECT KI-1156 硬ｶﾌﾟｾﾙ 桃/白 ｶﾙｾﾞｷﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg ﾒｸﾄ 頭痛治療剤 9206中止
MECT ISD:KI-1163 糖衣錠 類黄白 無 ｲｾﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾒｸﾄ 抗めまい剤 9806中止
MECT KI 1165 ISN-6:KI-1165 裸錠 白 無 ｲｾﾅﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ﾒｸﾄ めまい･平衡障害治療剤 98中止
MECT KI 1166 ISN-12:MECT KI-1166 裸錠 白 有 ｲｾﾅﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ﾒｸﾄ めまい･平衡障害治療剤 98中止
MECT AMI:KI-1171 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾐﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg ﾒｸﾄ 抗うつ剤 9806中止
MECT MEO-5:KI-1174 糖衣錠 淡緑 無 ﾒﾄﾅｽ錠5mg ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾒｸﾄ 抗不安剤 98中止
MECT KI 1186 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 濃黄 無 ﾌﾟﾛﾍﾟﾁﾙ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg ﾒｸﾄ 精神神経用剤 98中止
MECT ETO-50:MECT KI-1225 糖衣錠 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9305中止
MECT KI E ETO-100:MECT KI-1227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾄｷｻﾐﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾒｸﾄ 中枢性筋弛緩剤 9306中止
MECT PAK:MECT KI-1241 裸錠 白 有 ﾊﾟｰｷﾈｽ錠2 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾒｸﾄ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 98中止
MECT SCO:KI-1242 糖衣錠 白 無 ｽｺﾙﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾒｸﾄ 鎮痙剤 9806中止
MECT KI 1244 ASO:MECT KI-1244 裸錠 白 有 ｱｽｺﾀｰﾙ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ﾒｸﾄ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9110中止
MECT KI-1411 HOM:MECT KI-1411 裸錠 白 有 ﾎﾓﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾒｸﾄ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9107中止
MECT KI 1413 ATA-D:MECT KI-1413 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/無透明 ｱﾀﾘｽD d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ﾒｸﾄ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9107中止
MECT ISP:KI-2110 糖衣錠 赤 無 ｲｾﾌｧﾆﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾒｸﾄ 冠循環改善剤 9805中止
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MECT CAR:KI-2111 糖衣錠 淡紅 無 ｶﾙﾄﾞﾝ錠1号 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 心不全治療剤 98中止
MECT KI 2115 EHO:MECT KI-2115 裸錠 淡黄 有 ｴﾎﾁｿﾞﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg ﾒｸﾄ 循環器官用剤 98中止
MECT KI 2131 FUL:MECT KI-2131 裸錠 白 有 ﾌﾙﾊﾞﾐﾄﾞ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ﾒｸﾄ 降圧利尿剤 9803中止
MECT KI 2132 DIU-S:MECT KI-2132 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾞｳﾚﾝSｶﾌﾟｾﾙ ﾒｸﾄ 利尿降圧剤 9305中止
MECT MEV:KI-2140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾒﾄﾊﾞｰﾙ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 98中止
MECT KI 2141 RES-0.25:MECT KI-2141 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｶﾝﾄｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9304中止
MECT RES-0.5:MECT KI-2142 糖衣錠 淡青 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ｶﾝﾄｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9304中止
MECT ATO:MECT KI-2143 糖衣錠 白 無 ｱﾄｻﾈｰﾙ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9409中止

MECT KI 2146 APR:MECT KI-2146 裸錠 黄 有 ｱﾌﾟﾚｼﾞﾝ錠10 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 98中止
MECT TOK:MECT KI-2151 糖衣錠 白 無 ﾄｷｽﾄﾘﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾒｸﾄ 高脂質血症治療剤 8811中止
MECT URE-A:MECT KI-2154 裸錠 白 有 ｳﾚﾄﾝA錠 ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9306中止
MECT MEA:MECT KI-2155 裸錠 淡黄 無 ﾒﾗﾙｺﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾒｸﾄ 利尿降圧剤 98中止
MECT KI 2156 ISS:MECT KI-2156 裸錠 白 有 ｲｾｽﾄﾗﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ﾒｸﾄ 降圧利尿剤 9207中止
MECT ATS:MECT KI-2161 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤 ｱﾄｽﾃﾘﾝ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾒｸﾄ 高脂質血症改善剤 9112中止
MECT KI 2163 PAU:MECT KI-2163 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙｽﾘﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾒｸﾄ 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
98中止

MECT AZE:MECT KI-2168 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱｾﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒｸﾄ 高血圧･狭心症治療剤 98中止
MECT SYD-10:MECT KI-2172 裸錠 白 有 ｼﾄﾞﾙｰｾﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒｸﾄ 狭心症･不整脈治療剤 9310中止
MECT SYD-20:MECT KI-2173 裸錠 白 有 ｼﾄﾞﾙｰｾﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ﾒｸﾄ 狭心症･不整脈治療剤 9306中止
MECT KI SN SEN-10:KI-2188 糖衣錠 白 無 ｾﾉﾝ糖衣錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾒｸﾄ 代謝性強心剤 9806中止
MECT KI 2192 CYC:MECT KI-2192 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗﾚｰﾄ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ﾒｸﾄ 脳･末梢血流改善剤 9005中止
MECT KI 2196 MET-25:MECT KI-2196 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/白 ﾒﾙﾄﾛｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ﾒｸﾄ 脳血流促進剤 8908中止
MECT KI 2197 MET-50:MECT KI-2197 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾒﾙﾄﾛｼﾞﾝ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ﾒｸﾄ 脳血流促進剤 9306中止
MECT BUL:KI-2201 腸溶性糖衣錠 黄 無 ﾌﾞﾚﾝﾀｲﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾒｸﾄ 微小循環改善剤 98中止
MECT KI 2206 LOC:MECT KI-2206 裸錠 白 有 ﾛｺﾅｽ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ﾒｸﾄ 脂質代謝･末梢血行改善

剤
98中止

MECT NAI:MECT KI-2222 裸錠 白 有 ﾅｲｺﾁﾝ錠 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg ﾒｸﾄ 鎮咳剤 9802中止

MECT KI 2228 EMA:MECT KI-2228 裸錠 白 有 ｴﾏﾁｿﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ﾒｸﾄ 気道粘液溶解剤 98中止
MECT KI 2331 P-ZYM:MECT KI-2331 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 P-ｻﾞｲﾑ ﾒｸﾄ 消化酵素剤 9205中止
MECT KI 2334 K-ZYM:MECT KI-2334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 K-ｻﾞｲﾑ ﾒｸﾄ 消化酵素剤 8811中止
MECT KI 2355 MAT:MECT KI-2355 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾏﾄﾛｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg ﾒｸﾄ 消化性潰瘍治療剤 9005中止
MECT MAT-100:MECT KI-2395 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾏﾄﾛｼﾞﾝS･100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg ﾒｸﾄ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9107中止
MECT COD:KI-2441 裸錠 淡黄 有 ｺﾙﾄﾞﾆﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾒｸﾄ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 中止
MECT DAI-S:KI-3121 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲｻｼﾞﾝS錠 ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 9806中止
MECT KI 3134 VIR:MECT KI-3134 裸錠 黄 有 ﾋﾞﾗｽ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9710中止 060707収載の

ﾋﾞﾗｽ錠125mg(塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅ
ﾌｨﾝ)とは成分が異なる

MECT COL:KI-3141 糖衣錠 赤 無 ｺﾙｻﾐﾝ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 98中止
MECT KI 3161 TRI:MECT KI-3161 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾄﾘﾅﾁｵｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾒｸﾄ 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9207中止
MECT MIC:MECT KI-3170 糖衣錠 白 無 ﾐｺﾀﾘﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 末梢性神経障害治療剤 9803中止
MECT KI 3333 ADO-10:MECT KI-3333 裸錠 橙黄 有 ｱﾄﾞﾅﾐﾝC錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg ﾒｸﾄ 血管強化･止血剤 9111中止

MECT KI 3334 ADO-30:MECT KI-3334 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾅﾐﾝC錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾒｸﾄ 血管強化･止血剤 9111中止

MECT KI 3953 ISZ-30:KI-3953 裸錠 白 有 ｲｾﾁｰﾑ30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾒｸﾄ 消炎酵素剤 中止
MECT KI 3965 OIS-250:MECT KI-3965 裸錠 白 有 ｵｲｾﾞﾝ錠250mg ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 250mg ﾒｸﾄ 血糖降下剤 98中止
MECT IST-100:KI-3994 糖衣錠 白 無 ｲｾﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ﾒｸﾄ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 中止
MECT KI 6161 CYK:MECT KI-6161 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫/赤紫 ｻｲｺｻｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8606中止
MECT KI 6165 NOW:MECT KI-6165 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/白 ﾅｳﾏｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8908中止
MED MED-001 MED-CK 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙赤 ｺｶｵｰﾙE ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ 脂質代謝･血行改善剤 9209中止

MED MED 021:5 MED-021:5 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢MED｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

MED MED 022:10 MED-022:10 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢
MED｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載
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MED MED 024 MED-024:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢MED｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

MED MED 025:10 MED-025:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢MED｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

MED MED 031：1 1mg：1mg 裸錠 白 有 ｶﾙﾄﾞﾅﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ
ﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 050708収載

MED MED 032：2 2mg：2mg 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾄﾞﾅﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ
ﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 050708収載

MED MED 053 MED-053:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
MED｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

MED MED 054 MED-054:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
MED｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

MED MED 111:0.2 0.2 MED-111 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MED｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｻﾝﾄﾞ，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

MED MED 112:0.3 0.3 MED-112 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢
MED｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｻﾝﾄﾞ，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

MED MED 113 MED-113 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ｵﾍﾟｱﾐﾝ錠2.5 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

血糖降下剤 0212ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など 98ﾋｰﾄ裏記号
(MED-OA2.5)削除

MED MED 115 MED-115 1.25mg 裸錠 白 有 ｵﾍﾟｱﾐﾝ錠1.25 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 経口血糖降下剤 101119収載
MED MED 120:0.2 MED-120 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ

ﾝﾄﾞ
糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢MED｣に変更)
050708収載

MED MED 120:0.2 MED-120 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢MED｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠
0.2mg)

MED MED 121:0.3 MED-121 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢MED｣に変更)
050708収載

MED MED 121:0.3 MED-121 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢MED｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，ｻ
ﾝﾄﾞ

糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｲｸﾞﾚｰｽ錠
0.3mg)

MED MED 130 MED-130 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｸﾞﾙｺ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ 非ﾋﾟﾘﾝ系解熱鎮痛剤 050708収載
MED SW MED-141 MED-VB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾍﾞｺｰﾙ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 合成抗菌剤 90中止
MED MED-144 耳:MED-144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾌｰﾗｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ､ｳﾗｼﾙ 100mg，

224mg
ﾒﾃﾞｨｻ新薬 抗悪性腫瘍剤 02頃中止 980710収載

MED MED 171 MED-171 裸錠 白 無 ｵﾍﾟﾀｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日医工 抗血小板剤 0910中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

MED MED 172 MED-172 裸錠 白 無 ｵﾍﾟﾀｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日医工 抗血小板剤 0912中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

MED MED 201 MED-201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾚｯｸｽSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 高脂質血症治療剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MED MED 202 MED-202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾚｯｸｽSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 高脂質血症治療剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MED MED 211 MED-211 2.5 裸錠 薄黄赤 無 ﾚﾉﾍﾟﾝﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MED MED 212 MED-212 5 裸錠 薄黄赤 有 ﾚﾉﾍﾟﾝﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MED MED 213 MED-213 10 裸錠 薄桃 有 ﾚﾉﾍﾟﾝﾄ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

081107収載

MED MED 214 MED-214:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢MED｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性Ca拮抗剤 高血圧
症･狭心症治療剤

080704収載

MED MED 215:5 MED-215:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢MED｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性Ca拮抗剤 高血圧
症･狭心症治療剤

080704収載

MED MED 220 MED-220:2 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
MED｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

070706収載

MED MED 221:4 MED-221:4 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
MED｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

070706収載
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MED MED 222:8 MED-222:8 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
MED｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

070706収載

MED MED 224:2.5 2.5mg MED-224:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

MED MED 225:5 5mg MED-225:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ｹ
ﾐﾌｧ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

MED MED 226:10 10mg MED-226:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

MED MED-230 MED-230 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾋﾟﾏﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9811中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MED MED 235：10 MED-235 10：10mg 裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽｾﾌﾟﾄ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 H2受容体拮抗剤 040709収載
MED MED 237：20 MED-237 20：20mg 裸錠 白～微黄白 有 ｶﾞｽｾﾌﾟﾄ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 H2受容体拮抗剤 040709収載
MED ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg MED-

240
MED-240 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢

MED｣
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

MED ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg MED-
241

MED-241 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
MED｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

MED MED 270:50 MED-270:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾘﾎﾞｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
MED MED 271:100 MED-271:100mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 高尿酸血症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾎﾞｰﾙ錠)
0707ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞより)

MED MED 301：5 MED-301 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾊﾞﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

040709収載

MED MED 302：10 MED-302 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾛﾊﾞﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

040709収載

MED MED 371 MED-371:10 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢MED｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

080704収載

MED MED 372 MED-372:20 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢MED｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

080704収載

MED ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg MED-401 MED-401:0.1 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.1mg｢MED｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

MED ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg MED-402 MED-402:0.2 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢MED｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

MED MED 711 MED-711 裸錠 白 有 ｱｼﾛﾐﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 1007日医工中止
MED MED 712 MED-712 400 裸錠 白 無 ｱｼﾛﾐﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090515収載
MED MED 719 MED-719 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢

MED｣
ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ

ﾄﾞ系抗生物質製剤
070706収載

MED MED 724 MED-724:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠50mg｢MED｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

MED MED 725 MED-725:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠100mg｢MED｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

MED MED 751 MED-751 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢
MED｣

塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 070706収載

MEDCK MED-001 MED-CK 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙赤 ｺｶｵｰﾙE ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-日本ｹﾐﾌｧ 脂質代謝･血行改善剤 9209中止

MEDOA MED 113 MED-113 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ｵﾍﾟｱﾐﾝ錠2.5 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

血糖降下剤 0212ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など 98ﾋｰﾄ裏記号
(MED-OA2.5)削除

MEDPK MED PK MED-PK 2.5mg：2．5ｍｇ 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙｷｿﾞﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0808販売元変更(前：ｷｯｾ
ｲ薬品工業) 070615収載
(商品名変更に伴い，前:
ﾊﾟﾙｷｿﾞﾝ錠)

MEDVB SW MED-141 MED-VB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾍﾞｺｰﾙ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 合成抗菌剤 90中止
MEFENAMIC Mefenamic Acid 250(紺) 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 昭和薬品化工 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
MEIJI MS A01 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗﾐﾝ舌下錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 明治製菓 脳･末梢循環障害改善剤 9212中止
MEIJI MS X-01  MS X-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 明橙/明橙 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ
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MEIJI MS K-01  MS K-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢明
治｣

一硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 250mg 明治製菓 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ明治)

MEIJI MS C01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗｽﾄ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.68mg 明治製菓 胃粘膜血流改善を为作
用とする胃潰瘍治療剤

0912中止

MEIJI MS N01
単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠50万単位｢明
治｣

ﾅｲｽﾀﾁﾝ 50万単位 明治製菓 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠明
治)

MEIJI MS M-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒｿﾞﾘﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 明治製菓 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

9202中止

MEIJI MS R01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
MEIJI MS W-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9012中止
MEIJI MS X02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合錠 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠)
MEIJI MS E02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｴﾝｶﾌﾟﾗP錠 明治製菓 血圧降下剤 9209中止
MEIJI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 沢井製薬-明治製菓 消炎酵素製剤 9611中止
MEIJI MS P-02  MS P-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾ
MEIJI MS T-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/薄黄 ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞ､ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ 10mg，50mg 明治製菓 消炎酵素製剤 0006中止
MEIJI 裸錠 白 有 ﾍﾞﾍﾞﾛﾝ 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 4mg 沢井製薬-明治製菓 気管支拡張剤 9611中止
MEIJI MS F-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
MEIJI MS R02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
MEIJI MS W-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
MEIJI MS A03 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾎﾟﾃﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾘｽﾘﾄﾞ 0.025mg 明治製菓 脳神経伝達機能調整剤 9909中止
MEIJI MS P-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質

製剤
9212中止

MEIJI 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄 ﾋﾞﾀﾐﾝEｶﾌﾟｾﾙ明治 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 明治製菓 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9802中止
MEIJI MS F-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
MEIJI MS R03 裸錠 白 無 ﾘﾌｧﾀｯｸL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 持続型虚血性心疾患治

療剤
1103中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾌｧ
ﾀｯｸL錠) 徐放製剤

MEIJI MS P-04  MS P-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合ｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾ

MEIJI MS M-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 100mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 9806中止
MEIJI K 11 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
旧ｺｰﾄﾞ(1005迄) 000707
収載 小林化工とﾋｰﾄ異な

MEIJI MS P-05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

250mg，
250mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

9202中止

MEIJI MS F05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗｷｻｰﾄ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 頻尿治療剤 9012中止
MEIJI MS M-05  MS M-05

200mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ﾒﾃﾞ
ﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

MEIJI M･S･ TROCHE・ ﾄﾛｰﾁ 青 SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣ 塩化ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ(外) 0.25mg 明治製菓 口腔用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:SPﾄﾛｰﾁ明治)
明治の複合ﾄﾛｰﾁ明治(中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

MEIJI MS M-06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9212中止

MEIJI MS P07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝS錠)
割線に見える模様あり

MEIJI MS F07
250mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり

MEIJI MS M-07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9004中止

MEIJI MS F08
500mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり
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MEIJI MS C-13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

MEIJI MS C-14 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

MEIJI MS M14
200mg

裸錠 薄橙 有 ﾐｵｶﾏｲｼﾝ錠200 酢酸ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止

MEIJI MS P17 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾅﾒﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 虚血性心疾患･脳血管障
害改善剤

9611中止

MEIJI MS P18 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg（ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 抗乳癌剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠)

MEIJI MS M18 裸錠 白 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 明治製菓 持続性心身安定剤 0610割線模様追加
MEIJI MS M19 裸錠 薄橙 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 明治製菓 持続性心身安定剤 割線模様あり
MEIJI MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
MEIJI MK 05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
MEIJIA MS A01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢明治｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
明治製菓 持続性Ca拮抗薬 1011頃片面割線→両面

割線 080704収載
MEIJIA MS A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢明治｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
明治製菓 持続性Ca拮抗薬 080704収載

MEIJIC MS C-06  MS C-06
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
明治｣

ｻｲｸﾛｾﾘﾝ 250mg 明治製菓 抗結核性抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ明治)

MEIJIEBA
5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

MEIJIEBA
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

MEIJIKN KN 337:0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢MEEK」に変更)
小林化工とﾋｰﾄ異なる
050708収載

MEIJIKN KN 337:0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.2) 小林化工とﾋｰﾄ異な

MEIJIKN KN 338:0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(081219ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢MEEK｣に変更)
小林化工とﾋｰﾄ異なる
050708収載

MEIJIKN KN 338:0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘｰｽ錠
0.3) 小林化工とﾋｰﾄ異な

MEIJIM MS M20
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒｲｱｸﾄ錠100 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 明治製菓 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0608中止，ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg販売に伴い

MEIJIMK MK 01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg
｢MEEK｣

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工-明治製菓 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 小林化工
とﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 07：1 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠1 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 小林化工-明治製菓 睡眠誘導剤 040709収載
MEIJIMK MK 08：2 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠2 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 小林化工-明治製菓 睡眠誘導剤 040709収載
MEIJIMK MK 09：1 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1

「MEEK」
ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
小林化工-明治製菓 血圧降下剤 040709収載

MEIJIMK MK 10：2 裸錠 淡橙 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工-明治製菓 血圧降下剤 040709収載

MEIJIMK MK 11 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1005ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更 小林
化工とﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50「MEEK」 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 小林化工-明治製菓 抗真菌剤 040709収載
MEIJIMK MK 13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠100

「MEEK」
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工-明治製菓 抗真菌剤 040709収載（ﾋｰﾄ表

100mg記載は4錠ｼｰﾄ×
MEIJIMK MK 16 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 小林化工-明治製菓 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
050708収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる
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MEIJIMK MK 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 小林化工-明治製菓 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
DS10%｢MEEK｣(明治)とｺｰ
ﾄﾞ同じ

MEIJIMK MK 21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 小林化工-明治製菓 抗精神病剤 070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 小林化工-明治製菓 抗精神病剤 070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 小林化工-明治製菓 抗精神病剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
MEEK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

小林化工-明治製菓 広範囲経口抗菌製剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 26 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50小児用｢
MEEK｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 小林化工-明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 27:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 28:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 29:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠200｢
MEEK｣

ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg 小林化工-明治製菓 経口抗真菌剤 080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 31:0.5 裸錠 白 無 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠0.5｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

0.5mg 小林化工-明治製菓 血圧降下剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 32:4 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠4｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

4mg 小林化工-明治製菓 血圧降下剤 090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 33 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20｢MEEK｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 小林化工-明治製菓 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 高脂血症治療剤

090515収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 35 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠2.5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 37:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 小林化工-明治製菓 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMK MK 38:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 小林化工-明治製菓 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

MEIJIMN MN 113 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日新製薬-明治製菓 睡眠障害改善剤 070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

MEIJIMN MN 114 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日新製薬-明治製菓 睡眠障害改善剤 070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

MEIJIMN MN 412 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日新製薬-明治製菓 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

MEIJIMN MN 413 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日新製薬-明治製菓 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 日新製薬の
ものとﾋｰﾄ異なる

MEIJIMS MS 002:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢明治｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 明治製菓 前立腺癌治療剤 090515収載
MEIJIMS MS 003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢明治｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 明治製菓 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
MEIJIMS MS 004

100mg:100mg
裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg｢明
治｣

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 明治製菓 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

MEIJIMS MS 005
2.5mg:2.5mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢明
治｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

明治製菓 持続性Ca拮抗薬 091113収載

MEIJIMS MS 006:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢明
治｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

明治製菓 持続性Ca拮抗薬 091113収載

MEIJIMS MS 007:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠10mg｢
明治｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 明治製菓 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

MEIJIMS MS 008:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠20mg｢
明治｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 明治製菓 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

MEIJIMS MS 011:0.1
mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢明治｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 明治製菓 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

MEIJIMS MS 012:0.2
mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢明治｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 明治製菓 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

259 / 404 ページ



MEIJIMS MS 25
25mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

0101ﾋｰﾄ表商品名記載，

MEIJIMS MS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

MEIJIMS MS 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠75 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

080620収載

MEIJIMSM MS M28
15mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾘﾌﾚｯｸｽ錠15mg ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ 15mg 明治製菓 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ・ｾﾛﾄﾆﾝ作動
性抗うつ剤

090904収載

MEIJIP MS P08
20万単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 0705頃中止

MEIJIPT MS P08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9608変更
(SP->PTP)

MEIJIT MS T08
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠100mg ｴﾁｵﾅﾐﾄﾞ 100mg 明治製菓 結核化学療法剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠)

MELBIN 裸錠 白 有 ﾒﾙﾋﾞﾝ錠 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 住友製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504頃迄) 02本
体およびﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化，錠
剤形状変更

MEN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
MEN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
MEN RY-11.A.50 RY-11.A.50：50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾅﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0508中止 0212ﾋｰﾄ表ｺｰ

ﾄﾞ追加
MENSR RY-11.B.150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透

明
ﾒﾅﾐﾝSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ･中外製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤

削除) 97ﾋｰﾄ変更
(MenSR150削除)

MEO MEO-5:KI-1174 糖衣錠 淡緑 無 ﾒﾄﾅｽ錠5mg ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾒｸﾄ 抗不安剤 98中止
MEP 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐 ﾒﾋﾟｼｵﾝ5mg ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg 富士製薬工業 経口腎性貧血用剤･抗乳

腺腫瘍剤
9512中止 940708収載

mepha mepha ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(十字
割線)

白 有 ﾒﾌｧｷﾝ｢ﾋｻﾐﾂ｣錠275 塩酸ﾒﾌﾛｷﾝ 275mg 久光製薬 抗ﾏﾗﾘｱ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 0504承
継(ｴｽｴｽ製薬より)，錠剤
本体は変わらず，前:ﾒﾌｧ
ｷﾝ「ｴｽｴｽ｣錠275

MEPHA mepha ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(十字
割線)

白 有 ﾒﾌｧｷﾝ｢ｴｽｴｽ｣錠275 塩酸ﾒﾌﾛｷﾝ 275mg ｴｽｴｽ製薬 抗ﾏﾗﾘｱ剤 旧ﾃﾞｰﾀ，0504承継(久光
製薬へ)，品名も変更
010601収載

MEQ Th 188 Th188 MEQ:MEQ 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｰﾙ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 94ﾋｰﾄ
変更 9108本体ｺｰﾄﾞ化

MERCK MERCK 008 MERCK008
200:MERCK008 200mg

裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ﾒﾙｸ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0801迄)，社名変
更に伴い 0607社名変更

MERCK MERCK 010 MERCK010
400:MERCK010 400mg

裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾒﾙｸ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ﾒﾙｸ製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0801迄)，社名変
更に伴い 0607社名変更

MERCK MERCK 505 MERCK 505:MERCK 505
500mg

裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾒﾙｸ製薬・扶桑薬品工業 高ﾘﾝ血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0803迄)，製造販
売会社社名変更に伴い

MERCK MERCK 506 MERCK 506:MERCK 506
250mg 250

裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾝ錠250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾒﾙｸ製薬 高ﾘﾝ血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0801迄)，製造販
売会社社名変更に伴い

MERCK MERCK 556 MERCK556 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾒﾙ
ｸ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾒﾙｸ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧品名(080201迄，新品
名:ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
ﾏｲﾗﾝ｣)，ｺｰﾄﾞも変更

MERCK MERCK 874 MERCK874:5mg 裸錠 白 無 ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠5mg「ﾒﾙｸ」 ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 5mg ﾒﾙｸ製薬 鎮咳剤 旧品名(0802迄，新品名:
ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣)，ｺｰﾄﾞも変更

MES ME5 ME5 500μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500μ g｢DK｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大興製薬-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤 101119収載
MES T A MES-5 裸錠 白 有 ﾒｽﾄﾗﾓﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｴﾑｴﾌ β ﾌﾞﾛｯｶｰ 95中止
MES SW MES:250 SW-MES:250 mg 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日本薬品工業-沢井製薬 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

MESV ME 150 ME214SV 裸錠 淡赤 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢ｼﾝｶ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 進化製薬 降圧剤 9603中止
MET KI 2196 MET-25:MECT KI-2196 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/白 ﾒﾙﾄﾛｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ﾒｸﾄ 脳血流促進剤 8908中止
MET KI 2197 MET-50:MECT KI-2197 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾒﾙﾄﾛｼﾞﾝ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg ﾒｸﾄ 脳血流促進剤 9306中止
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METHYLDO
PA

METHYLDOPA125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｻｲﾌﾟﾚｽL錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg 全星薬品工業 血圧降下剤 9908中止

MEV MEV:KI-2140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾒﾄﾊﾞｰﾙ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 98中止
MEXO Y MEXO Y-MEXO 裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ-長生堂製

薬
血行改善剤 旧ｺｰﾄﾞ（03頃まで） 02販

売移管（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰ
ﾏ） 0110社名変更 9708
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MF MF 裸錠 茶褐 無 ｴﾐﾅﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
MF MF 118 250mg 裸錠 白 無 ﾄﾖﾈｸﾀｰﾙ錠 ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･消炎･解熱剤 0111中止 9805ｴﾑｴﾌから

承継
MF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｶﾓｽﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0604頃中止 0305ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
960705収載

MF MF 3 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
MF MF 7 裸錠 白 有 ﾒｲﾀｯﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9706
ﾋｰﾄ変更

MF MF 117 117 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0209中止 9805ｴﾑｴﾌから
承継

MF MF119SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉﾁﾅｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 進化製薬 脳代謝改善剤 9603中止
MF 裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｴﾑｴﾌ 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9708変

更
MF LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 旧品名(0911ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸

塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

MF P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 9807

変更 9709ﾋｰﾄ変更，裏一
般名記載(ｶﾀｶﾅ)

MF L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 9710
ﾋｰﾄ変更

MF L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 97ﾋｰﾄ
変更

MF T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

MF T M 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 9807

変更 9712ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

MF M F 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0501中止 9807製造元，

一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
MF MF 301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9708本

体，ﾋｰﾄ変更
MF 325 糖衣錠 淡黄 無 ﾗﾊﾞﾃﾗﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9807中止 9712ﾋｰﾄ変更
MF 332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺｽﾓﾍﾞｯｸ錠 ｴﾑｴﾌ 前立腺肥大症治療剤 9808中止 9708ﾋｰﾄ変更
MF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg ｴﾑｴﾌ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9706ﾋｰﾄ

変更
MFCGR IM 2 裸錠 白 無 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

MFCGR IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ
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MFCGR IM 4 裸錠 白 有 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

MFCGR IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

MFIPC Beecham MFI-PC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/褐 ﾌﾛｷｻﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ｽﾐｽｸﾗｲﾝﾋﾞｰﾁｬﾑ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止
MFL MFL-25 257 裸錠 白 有 ﾒﾌﾙﾄｰﾙ錠 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 9306中止
MFL MFL250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｻﾌﾘﾝ ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg ｲｾｲ 動脈硬化用剤 9603中止
MFMKT T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

収載
MFPRS BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

収載
MFPSD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾛｽﾃﾞﾝ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 切迫流･早産治療剤 9905中止 960705収載
MFSV MF119SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉﾁﾅｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 進化製薬 脳代謝改善剤 9603中止
MFX 108 MFX 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ錠｢ﾅｶ

ﾉ｣
塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 脳代謝賦活･意識障害治

療剤
9001中止 薬価削除

MG YO MG0 YO MG0 500mg:YO MG0 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠500mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 050708収載
MG PSK C01:0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
MG 0.5:PT C01 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0812ﾋｰﾄ表CAR 0.5削除

0305ﾋｰﾄMG削除
MG PSK C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
MG 1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除

0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

MG YO MG1 YO MG1 330mg:YO MG1
330mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 0801ﾋｰﾄ裏330mg追加
0107ﾋｰﾄ表変更(MGT330
→YO MG1 330mg)

MG PSK C03:2 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

MG 2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

MG YO MG2 YO MG2 250mg:YO MG2
250mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 0801ﾋｰﾄ裏250mg追加
0107ﾋｰﾄ表変更(MGT250
→YO MG2 250mg)

MG YO MG3 YO MG3 200mg:YO MG3 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠200mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 200mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 010706収載
MG PSK C04:4 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
MG 4:PT C04 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 4削除

0401ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

MG YO MG4 YO MG4 400mg:YO MG4
400mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠400mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 400mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 080704収載

MG YO MG5 YO MG5 300mg:YO MG5
300mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠300mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 300mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 080704収載

MG 糖衣錠 白 無 ﾐｸﾞﾘｽﾃﾝ錠20 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 塩野義製薬 片頭痛･緊張性頭痛治療
剤

0106本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

MG Tu MG･050  Tu MG･050 Tu MG･050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏｰｹﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗潰瘍･精神神経用剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｰｹﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾ

MG Tu-MG 050 Tu MG-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ﾏｰｹﾞﾉｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗潰瘍･精神神経用剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｰｹﾞﾉｰﾙ錠)

MG MG 125 MG 125 裸錠 白 有 ﾏｰｸﾞﾚｲﾄﾞ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口血糖降下剤 101119収載
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MGA MM 805 MGA 糖衣錠 白 無 ﾐｸﾞﾀﾐﾝA錠 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ､無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg 森下ﾙｾﾙ 片頭痛治療剤 9606中止

MGB MG-B 糖衣錠 淡桃 無 ﾐｸﾞﾀﾐﾝB 森下ﾙｾﾙ 自律神経調整剤 9101中止
MGL 裸錠(楕円形) 白 有 ﾏｰｸﾞﾚｲﾄﾞ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口血糖降下剤 920710収載
MGT YO MG2 YO MG2 250mg:YO MG2

250mg
裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 0801ﾋｰﾄ裏250mg追加

0107ﾋｰﾄ表変更(MGT250
→YO MG2 250mg)

MGT YO MG1 YO MG1 330mg:YO MG1
330mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 0801ﾋｰﾄ裏330mg追加
0107ﾋｰﾄ表変更(MGT330
→YO MG1 330mg)

MH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾚｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ﾏﾙｺ製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(071203迄，新品
名:ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢
JG｣)，承継に伴い(日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸへ)，ｺｰﾄﾞも変更
ﾊﾞﾗ包装のみ

MH Tu-MH 05 TuMH-05 5:TuMH-05 裸錠 黄白 有 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5｢ﾀﾂﾐ｣ 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 辰巳化学 持続性Ca拮抗降圧剤 0908中止 060707収載
MH M H:10 MH323:MH323 裸錠(四角形) 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｼﾉﾒﾙｸ錠10)

MH M H:10 MH323:MH323 裸錠(四角形) 白 有 ﾘｼﾉﾒﾙｸ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(090515ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ
錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

MH Tu-MH 10 TuMH-10 10:TuMH-10
10mg

裸錠 淡黄 有 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10｢ﾀﾂﾐ｣ 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 辰巳化学 持続性Ca拮抗降圧剤 0908中止 060707収載

MH Tu-MH 20 TuMH-20 20:TuMH-20
20mg

裸錠 薄橙黄 有 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠20｢ﾀﾂﾐ｣ 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 辰巳化学 持続性Ca拮抗降圧剤 0908中止 060707収載

MH 2.5 MH22 2.5mg:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1007ﾋｰﾄ若干変更
090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠

MH 2.5 MH22:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(090515ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ
ﾏﾚｲﾝ酸塩錠2.5mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣に変更) 0802社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

MH 5 MH23 5mg:5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1006ﾋｰﾄ若干変更
090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠5)

MH 5 MH23:5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾒﾙｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(090515ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ
ﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣
に変更) 0802社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

MH 10 MH24 10mg:10mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載

MH MH:50 MH050 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾆﾒﾙｸ錠75)

MH MH 050 MH050 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg ﾒﾙｸﾎｴｲ H2受容体拮抗剤 旧本体（0209迄） 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MH MH:50 MH050 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090515ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

MH MH:51 MH051 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾆﾒﾙｸ錠150)

MH MH 051 MH051 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg ﾒﾙｸﾎｴｲ H2受容体拮抗剤 旧本体(0205迄) 010706
収載，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)
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MH MH:51 MH051 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾒﾙｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090515ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

MH MH 122 MH122 50mg:MH122 50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾛｽﾒﾙｸ錠50)

MH MH 122 MH122 50mg:MH122 50 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾒﾙｸ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 旧品名(090515ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

MH MH 123 MH123 100mg:MH123
100

裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾛｽﾒﾙｸ錠

MH MH 123 MH123 100mg:MH123
100

裸錠 白 無 ｼﾛｽﾒﾙｸ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 旧品名(090515ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

MH MH134 MH134 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾊﾟｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-ﾏｲﾗﾝ製
薬

胃炎・胃潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾙﾊﾟｽｶﾌﾟｾ
ﾙ)0802販売会社社名変
更(前:ﾒﾙｸ製薬)

MH ﾁｵﾗ 100 MH165 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更 0310
参天製薬より承継，ﾋｰﾄ

MH MH175 10:MH175 10
10mg

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
10mg)

MH MH175 10:MH175 10
10mg

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 旧品名(090515ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

MH MH177 25:MH177 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

MH MH177 25:MH177 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 旧品名(090515ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

MH MH178 50:MH178 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

帯黄白 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
50mg)

MH MH178 50:MH178 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 免疫抑制剤 旧品名(090515ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

MH MH 191 MH191 150mg:MH191
150

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｻﾞﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ
150)

MH MH 191 MH191 150mg:MH191
150

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 旧品名(090515ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ150mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

MH MH 197 MH197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙｼﾞｽﾄ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 広範囲経口抗菌薬 0208中止 9911販売
970725承認

MH MH 198 MH198 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙｼﾞｽﾄ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬 広範囲経口抗菌薬 0208中止 9911販売
970725承認

MH MH 271 MH271:MH271 125mg 裸錠 淡黄 無 ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠125m｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg ﾏｲﾗﾝ製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺癌治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙﾀﾒﾙｸ錠
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MH MH 271 MH271:MH271 125mg 裸錠 淡黄 無 ﾌﾙﾀﾒﾙｸ錠125 ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺癌治療剤 旧品名(090515ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ錠
125mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

MH MH 273:1 MH273 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1｢ﾎｴｲ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg ﾏｲﾗﾝ製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

MH M H:10 MH323:MH323 裸錠(四角形) 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｼﾉﾒﾙｸ錠10)

MH M H:10 MH323:MH323 裸錠(四角形) 白 有 ﾘｼﾉﾒﾙｸ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(090515ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ
錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

MH MH 337 MH337 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ﾏｲﾗﾝ製薬 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｼﾒﾙｸ錠

MH MH 448 Aspirin 100mg MH448：
MH448

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg「ﾏｲ
ﾗﾝ」

ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 080201収載(商品名変
更，前:ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠
100mg「ﾒﾙｸ」)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

MH MH 490 MH490 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg「ﾏｲﾗ
ﾝ」

ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 080201収載(商品名変
更，前:ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg
「ﾒﾙｸ」)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

MH MH 491 MH491 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10mg｢ﾏｲﾗ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 100528収載
MH MH 533 MH533 20:20mg 裸錠(口腔内崩

壊錠）
白 有 ｸﾘﾏｰｹﾞﾝOD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 H2受容体拮抗剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製

薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｸﾘﾏｰｹﾞﾝ
ES錠20)

MH MH 599 MH599 5：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠
5mg)

MH MH 599 MH599 5：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

MH MH 600 MH600 10：MH600 10mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠
10mg)

MH MH 600 MH600 10：MH600 10mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠10mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

MH MH 601 MH601 20：MH601 20mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ﾏｲﾗ
ﾝ｣

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠
20mg)

MH MH 601 MH601 20：MH601 20mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞﾒﾙｸ錠20mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg ﾏｲﾗﾝ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(090515ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠20mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

MH MH646 500 MH646 500mg：500mg 裸錠 白 無 重曹錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 制酸剤 080201収載(商品名変
更，前:重曹錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

MH MH 705 500：500mg  MH705 裸錠 白 無 乳石錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 乳酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｶﾙｼｳﾑ剤 080201収載(商品名変
更，前:乳石錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)

MH MH748：MH748 MH748 50：MH748 50
50mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟ
ｾﾙ50mg)
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MH MH748：MH748 MH748 50：MH748 50
50mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(090515ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変
更) 0802社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

MH MH749：MH749 MH749 100：MH749 100
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
ﾏｲﾗﾝ｣

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg)

MH MH749：MH749 MH749 100：MH749 100
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅﾒﾙｸｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(090515ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に
変更) 0802社名変更(前:ﾒ
ﾙｸ製薬)

MH MH 792 50：MH792 50μ g 裸錠（長方形） 薄黄 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠50μ g
「ﾏｲﾗﾝ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g（ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠
50μ g「ﾒﾙｸ」)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

MH MH 793 250：MH793 250μ g 裸錠（長方形） 薄緑 有 ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠250μ g
「ﾏｲﾗﾝ」

ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g（ﾍﾟﾙ
ｺﾞﾘﾄﾞとして）

ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠
250μ g「ﾒﾙｸ」)，社名変更
に伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

MH MH 797 MH797 5mg：MH797 5mg 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(090515ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK
錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

MH MH 797 MH797 5mg：MH797 5mg 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK錠5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠
5mg)

MH MH 798 MH798 10mg：MH798
10mg

裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(090515ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK
錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に変更)
0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬)

MH MH 798 MH798 10mg：MH798
10mg

裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄK錠10mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾐｽﾄﾒﾙｸ錠
10mg)

MH MH 813：0.2 MH813 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg「ﾏｲﾗ
ﾝ」

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg
「ﾒﾙｸ」)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

MH MH 814：0.3 MH814 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg「ﾏｲﾗ
ﾝ」

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾏｲﾗﾝ製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

080201収載(商品名変
更，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg
「ﾒﾙｸ」)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

MH MH834 MH834 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg「ﾏｲ
ﾗﾝ」

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080201収載(商品名変
更，前:ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ
2mg「ﾒﾙｸ」)，社名変更に
伴い(前:ﾒﾙｸ製薬)

MH MH839 MH839 200mg：200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾙｸﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工
業

慢性腎不全用剤 旧品名(090515球形吸着
炭ｶﾌﾟｾﾙ200mg｢ﾏｲﾗﾝ｣に
変更) 0802社名変更(前:ﾒ
ﾙｸ製薬)

MH MH839 MH839 200mg：200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 球形吸着炭ｶﾌﾟｾﾙ200mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

球形吸着炭 200mg ﾏｲﾗﾝ製薬・扶桑薬品工
業

慢性腎不全用剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙｸﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ200mg)，ｶﾌﾟｾﾙｻｲｽﾞ変
更(2号→1号)

MHG MH646 500 MH646 500mg：500mg 裸錠 白 無 重曹錠500mg「ﾏｲﾗﾝ」 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾏｲﾗﾝ製薬 制酸剤 080201収載(商品名変
更，前:重曹錠500mg「ﾒﾙ
ｸ」)，社名変更に伴い(前:
ﾒﾙｸ製薬)
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MI M I 裸錠 白 有 ﾅﾁﾙｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大洋薬品工業 低血圧治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MI IW 01 TB 125mg:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾋﾞｰﾅ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

岩城製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

MI MI 21 裸錠 白 有 ﾐﾉﾄﾞｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 帝三製薬 高血圧･不整脈治療剤 9701中止
MI SW SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)

0208ﾋｰﾄ表50追加等 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MI50)削

MI SW SW-666 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄)，本体ｺｰ
ﾄﾞ変更(「ﾐﾉﾍﾟﾝ 100」記載)
0207ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MI100)削除

MI MI 101 裸錠 黄 有 ﾗｾﾙﾁﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 丸石製薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0107中止
MI MI 104 耳:RESTELON250 裸錠 淡灰褐 有 ﾚｽﾃﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 丸石製薬 合成抗菌剤 9301中止
MI MI 105 耳:RESTELON500 裸錠 淡灰褐 有 ﾚｽﾃﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 丸石製薬 合成抗菌剤 9402中止
MI MI 106 耳:MASEDAL 裸錠 白 有 ﾏｾﾀﾞｰﾙ錠 丸石製薬 解熱鎮痛剤 9301中止
MI MI 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾌﾙ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 丸石製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9305中止
MI MI 109 耳:KEFRAMIN 裸錠 白 有 ｹﾌﾗﾐﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 丸石製薬 脂質代謝･末梢血行改善

剤
9207中止

MIC MIC:MECT KI-3170 糖衣錠 白 無 ﾐｺﾀﾘﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 末梢性神経障害治療剤 9803中止
MINO Tw:M50 Tw.MINO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 950707収載
MINO Tw:M 100

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質

MINTEZOL MSD 907 MINTEZOL 裸錠 薄桃 有 ﾐﾝﾃｿﾞｰﾙ ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 万有製薬 駆虫剤 0403中止 0001色変更
(前:白)，本体裏削除

MIO 裸錠 白 無 ﾐｵﾄﾛﾝ錠 ﾌﾗｻﾞﾎﾞｰﾙ 1mg 第一製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9603中止 9003変更
MIP SW 917 SW-917 0.5：0.5 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾌﾟﾗｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0212ﾋｰﾄ表裏

商品名記載（ｶﾀｶﾅ） 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP0.5)

MIP SW 918 SW-918 1：1mg 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg（ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0305ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 98～
99ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP1)

MIZ SW SW-303:SW-MIZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡紅白 無 ﾐｽﾞﾃｯｸ錠50 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 98中止
MJT MJ T-0010 微粒状軟ｶﾌﾟｾ

ﾙ
微黄白～淡
黄白

ﾌﾟﾚﾀﾐﾗﾝ微粒状軟ｶﾌﾟｾﾙ
100(分包)

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 1g分包 森下仁丹 抗血小板剤 0411中止 020705収載

MJT MJT-0013 1g 微粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ

淡褐 ｱﾚﾙﾅｼﾝ微粒状軟ｶﾌﾟｾﾙ
20(分包)

塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 1g分包 森下仁丹-日本臓器製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1010中止 020705収載，
分包商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MK MK YD867 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸﾗｲｽﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 三笠製薬-陽進堂 循環障害改善剤 010907収載(規格表示変
更)

MK MK 01 MK01 37.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg
｢MEEK｣

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 050520

治製菓とﾋｰﾄ異なる
MK MK 01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg

｢MEEK｣
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工-明治製菓 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 小林化工
とﾋｰﾄ異なる

MK MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MK MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
MK MK 05 MK05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 ﾋｰﾄ商品名表→裏

000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MK MK 05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
MK MK 06 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林化工-明治製菓 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
030704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる
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MK MK 06 MK06 5mg:5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

030704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 07：1 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠1 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 小林化工-明治製菓 睡眠誘導剤 040709収載
MK MK 07：1 MK07 1mg 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠1

「MEEK」
塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 小林化工 睡眠誘導剤 040709収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
MK MK 08：2 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠2 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 小林化工-明治製菓 睡眠誘導剤 040709収載
MK MK 08：2 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠2 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 小林化工-明治製菓 睡眠誘導剤 040709収載
MK MK 08：2 MK08 2mg 裸錠 白 有 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠2

「MEEK」
塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 小林化工 睡眠誘導剤 明治製菓とﾋｰﾄ異なる

040709収載
MK MK 09：1 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1

「MEEK」
ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
小林化工-明治製菓 血圧降下剤 040709収載

MK MK 09：1 MK09 1mg 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工 血圧降下剤 040709収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 10：2 裸錠 淡橙 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工-明治製菓 血圧降下剤 040709収載

MK MK 10：2 MK10 2mg 裸錠 淡橙 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2
「MEEK」

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

小林化工 血圧降下剤 040709収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 11 MK11 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003ｺｰﾄﾞ変更，錠剤小型
化 明治製菓とﾋｰﾄ異なる

MK MK 12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50「MEEK」 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 小林化工-明治製菓 抗真菌剤 040709収載
MK MK 12 MK12 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50「MEEK」 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 小林化工 経口抗真菌剤 040709収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
MK MK 13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠100

「MEEK」
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工-明治製菓 抗真菌剤 040709収載（ﾋｰﾄ表

100mg記載は4錠ｼｰﾄ×
MK MK 13 MK13 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠100

「MEEK」
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工 抗真菌剤 040709収載 明治製菓と

ﾋｰﾄ異なる
MK MK 15 MK15 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢

MEEK｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 小林化工･明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0911本体小型化 060707

収載 小林化工と明治製
菓でﾋｰﾄ異なる(明治製菓

MK MK 16 MK16 10mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10「MEEK」 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

050708収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 17 MK17 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125｢MEEK｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

小林化工･明治製菓 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載 小林化工と
明治製菓でﾋｰﾄ異なる

MK MK 18 MK18 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 小林化工･明治製菓 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載 小林化工と
明治製菓でﾋｰﾄ異なる(明

MK MK 19 MK19 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 小林化工･明治製菓 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載 小林化工と
明治製菓でﾋｰﾄ異なる(明

が、4mgの記載なし)
MK MK 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 小林化工 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
DS10%｢MEEK｣(明治)とｺｰ
ﾄﾞ同じ

MK MK 21 MK21 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 小林化工 抗精神病剤 070706収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 22 MK22 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 小林化工 抗精神病剤 070706収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 23 MK23 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢MEEK｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 小林化工 抗精神病剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾐｹﾄﾘﾝ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 三井製薬工業 抗うつ剤 0012中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(MPIMK25)削除，商品名
記載

MK MK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
MEEK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

小林化工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる
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MK MK 26 MK26 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50小児用｢
MEEK｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 小林化工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 070706収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 27:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 29:200 MK29 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠200｢
MEEK｣

ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg 小林化工 経口抗真菌剤 080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 31:0.5 MK31 0.5mg:0.5mg 裸錠 白 無 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠0.5｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

0.5mg 小林化工 血圧降下剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 32:4 MK32 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠4｢
MEEK｣

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ(ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして)

4mg 小林化工 血圧降下剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 33 MK33 20mg:20mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20｢MEEK｣ ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 高脂血症治療剤

090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 35 MK35 2.5mg:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠2.5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

100528収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 37:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 小林化工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK 38:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 小林化工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK MK:50 MZ-K50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸﾗｲｽﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 三笠製薬 循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 940708
収載

MK MPI MK50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾐｹﾄﾘﾝ錠50 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 50mg 三井製薬工業 抗うつ剤 8807中止
MK MK 28:0.3 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢

MEEK｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善

剤
080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MKC MKC 091:5 MKC091 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾙﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 血管拡張性β 1遮断剤 1010製造販売元変更(前:
田辺三菱製薬)

MKC MKC 092:10 MKC092 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾙﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 血管拡張性β 1遮断剤 1010製造販売元変更(前:
田辺三菱製薬)

MKC MKC 101 MKC101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｰﾊﾞｰ錠100mg ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 田辺三菱製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
変更(日研化学より)

MKC MKC 121:50 50mg:50mg 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠50mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧本体ｺｰﾄﾞ(1005迄)
0711本体小型化

MKC MKC 122:100 100mg:100mg 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠100mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧本体ｺｰﾄﾞ(1005迄)
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ），本体小型
化，割線有→無へ

MKC MKC141 500mg:MKC-141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｺﾚﾊﾞｲﾝ錠500mg ｺﾚｽﾁﾐﾄﾞ 500mg 田辺三菱製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

MKT T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)

ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

ML ML HT9D 糖衣錠 白 無 ﾐｵﾘｰｽﾞ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 堀田薬品合成 筋緊張･循環改善剤 0001中止 9408本体刻印
900713収載

ML ML 裸錠(楕円形) 淡橙 有 ﾐｵﾚｽﾍﾟﾝ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 科研製薬 骨格筋弛緩剤 9610中止
ML SW-ML 裸錠 淡橙 有 ﾒﾁﾌﾟﾗﾝ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 沢井製薬 利尿降圧剤 92中止
ML 3 KL150 3 KL-150:ML-3 裸錠 淡橙 無 ﾏﾙﾐﾝ錠3 ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 不眠症治療剤 9104中止
ML 5 KL150 5 KL-150:ML-5 裸錠 淡橙 無 ﾏﾙﾐﾝ錠5 ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 不眠症治療剤 9104中止
ML 裸錠 白 無 ﾒｼﾞﾅﾘｽｸ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ めまい･平衡障害治療剤 8906中止
ML 裸錠 白 有 ﾒｼﾞﾅﾛﾝ-S錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ めまい･平衡障害治療剤 8906中止
ML SW ML15 SW-ML15:15 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢ｻﾜｲ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

ML SW ML25 SW-ML25：25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

ML Tu ML:025 Tu ML-025:Tu ML-025 裸錠 白～微黄 有 ﾒｰﾚｰﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ
ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0911商品名変更(前:ﾒｰ
ﾚｰﾝ錠)

ML SW ML50:50 SW-ML50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

091113収載

ML Tu ML-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾙﾘﾝ錠｢50｣ ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9312中止
ML Tu ML-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾙﾘﾝ錠｢100｣ ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9812中止
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ML ML ML:ML216SV 裸錠 白 無 ﾀﾘﾖﾅｰﾙ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 進化製薬 起立性低血圧･片頭痛治
療剤

9603中止

ML EISAI ML250 EISAI ML250 裸錠 緑 無 ﾒｻﾌｨﾘﾝ配合錠 ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 胃･十二指腸潰瘍，胃炎
治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｻﾌｨﾘﾝ錠)

MLA SW-928 SW-928 50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 不整脈治療剤 0012ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ裏SW-
MLA50削除

MLA SW-929 SW-929 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 不整脈治療剤 00ﾋｰﾄ変更，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ裏SW-
MLA100削除

MLB MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として)

大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 940708
収載

MLB MLB  MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として)

大洋薬品工業・三和化学
研究所

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)

MLB Th 611 Th611 MLB:MLB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾏﾚﾌﾞﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化管運動調律剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
920710収載

MLC T20 MLC20:TTS-233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 900713収
載

MLD MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708
収載

MLD MLD 50mg  MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9804
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9407収載

MLD MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 940708
収載

MLD MLD 100mg  MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MLI MLI 裸錠 白 無 ﾒﾙｶｲｯｸ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神神経安定剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙｶｲｯｸ錠)
970711収載

MLMTR 144 MLM-TR 144 糖衣錠 白 無 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
MLS AC200 AC200:AC200 Ml-S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾐﾆﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 天野製薬-山之内製薬 消化酵素剤 0003中止 9802本体，ﾋｰﾄ

変更(製造元変更の為)
MLS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾐﾆﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 山之内製薬 消化酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 9103本

体追加
MLSV ML ML:ML216SV 裸錠 白 無 ﾀﾘﾖﾅｰﾙ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 進化製薬 起立性低血圧･片頭痛治

療剤
9603中止

MLT 10 裸錠 白 無 ﾐｻｲﾗｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg わかもと製薬 消炎酵素剤 0212中止 9805ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MLT 30 裸錠 白 無 ﾐｻｲﾗｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg わかもと製薬 消炎酵素剤 0212中止 9710ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MLT MM 802 MLT 糖衣錠 白 無 ﾏﾆｵｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 森下ﾙｾﾙ 抗めまい剤 9101中止
MM MM:KB MM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾒﾀﾏｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9612中止
MM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄

ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

MM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

MM PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
MM PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9110中止
MM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄

ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

MM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

MM MM 102 MM102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾉｼｰF錠 ｲﾉｼﾝ 200mg ﾙｾﾙ森下-日本ﾍｷｽﾄﾏﾘｵ
ﾝﾙｾﾙ

白血球減尐症治療剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MM MM 103 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾉｼｰ3F錠 ｲﾉｼﾝ 300mg 森下ﾙｾﾙ 白血球減尐症治療剤 9101中止
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MM MM 105 MM105:ET 裸錠 白 有 ｴﾄｽｺｰﾙ錠 硫酸ﾍｷｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 0.5mg 森下ﾙｾﾙ 気管支拡張剤 9303中止
MM MM 108 MM108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾃﾛﾉﾝ-R錠 ｺﾝｸｴﾝﾃﾛﾎﾟﾘｱｰﾙ末 100mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 乳酸菌製剤 9804中止 9705ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MM MM 206 MM206:CPT 裸錠 白 有 ｶﾘﾌﾟﾛｰﾙ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 森下ﾙｾﾙ 高血圧･不整脈用剤 9308中止
MM PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
MM PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9102変更
MM MM 501 裸錠 白～淡黄 有 ﾁｵｲﾉｼｰ錠 ﾁｵｲﾉｼﾝ 100mg 森下ﾙｾﾙ 白血病治療剤 9303中止
MM MM 608 MM608:NRT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾝｾﾗｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 森下ﾙｾﾙ 消炎酵素剤 9209中止
MM MM702 BLS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾞﾙﾄﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 森下ﾙｾﾙ 解熱鎮痛消炎剤 9001中止
MM MM 713 VFT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾞｿﾞﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 森下ﾙｾﾙ 微小循環改善剤 9101中止
MM MM 718 MM718:PNT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠100mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9801製

造販売元変更
MM MM 718

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠100mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0605ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

MM MM 719 MM719:PNT200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9801製
造販売元変更

MM MM 719
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0603ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

MM MM720 BFC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞﾌﾃﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ 森下ﾙｾﾙ 消化酵素剤 9207中止
MM MM801 MM801:MRC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/黄透明 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 森下ﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用

剤
9606中止

MM MM 802 MLT 糖衣錠 白 無 ﾏﾆｵｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 森下ﾙｾﾙ 抗めまい剤 9101中止
MM MM803 MM803 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙｿﾌﾄ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用

剤
9802中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MM MM 805 MGA 糖衣錠 白 無 ﾐｸﾞﾀﾐﾝA錠 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ､無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg 森下ﾙｾﾙ 片頭痛治療剤 9606中止

MM MM808 MRSF 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙｿﾌﾄF ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 400mg 森下ﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用
剤

9101中止

MM MM811 MM811:MRT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

橙 無 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙ錠 ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 森下ﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用
剤

9308中止

MMC KH801 耳:MMC 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾄﾏｲｼﾝ錠協和 ﾏｲﾄﾏｲｼﾝC 1mg 協和発酵工業 抗悪性腫瘍剤 9903中止
MMDCRL DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ｴﾑｴﾌ 徐放性非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎

鎮痛剤
旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

MME MO 260 糖衣錠 茶 無 ｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝMﾓﾁﾀﾞ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 9411中止(商品名変更の
為)

MMR 糖衣錠 白 無 ﾏﾚﾐﾗﾝR錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 8906中止
MMT MMT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤紫/濃赤

紫
ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝTｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾘｱｾﾁﾙｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 8912中止

MN KL 200 KL 200:M N 裸錠 白 無 ﾒﾄﾛﾆｰﾅ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日本ｶﾞﾚﾝ めまい･平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9610まで) 9501社
名変更

MN MN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾅﾝﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 頻尿治療剤 0009中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9607販売

MN 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
SN｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-大洋薬品工業 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

MN MN 113 15mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日新製薬 睡眠障害改善剤 070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

MN MN 114 20mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢MNP｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日新製薬 睡眠障害改善剤 070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

MN MN 412 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

MN MN 413 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
MNP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載 明治製菓の
ものとﾋｰﾄ異なる

MNT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾅﾝﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 頻尿治療剤 8906中止
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MNT MN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾅﾝﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 頻尿治療剤 0009中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9607販売

MNT 裸錠 白 無 ﾒﾆｴﾄｰﾙ ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大洋薬品工業 平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ
変更 9407本体刻印

MNT Tw M6 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 東和薬品 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･

MNT Tw M12 Tw.MNT12 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･12 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 東和薬品 めまい治療剤
MNTS MNT-S 242 裸錠 白 有 ﾒﾆｴﾄｰﾙS ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大洋薬品工業 平衡障害治療剤 94中止
MO MO 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
乳白 ﾓﾄｸﾛﾝ ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 痔核治療剤 04中止 9810ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

MO MO 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾃﾞﾚﾙ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 持田製薬 流早産防止･鎮痙剤 9409中止
MO MO 110 MO110 裸錠 微黄白 無 ｸﾞﾗﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 持田製薬 自律神経調整剤 9903ﾋｰﾄ裏記号(GDX)削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

MO MO 130 MO130 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠1mg ﾏﾚｲﾝ酸ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝ 1mg 持田製薬 四環系抗うつ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠)

MO MO 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾘｿﾞﾝ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 持田製薬 静穏筋弛緩剤 9511中止
MO MO182 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾚﾘｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 持田製薬 静穏筋弛緩剤 9511中止
MO MO200 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
MO MO201 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
MO MO202 MO202 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠100γ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MO MO203:ε MO203 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MO MO204 MO204 腟錠(楕円形) 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 持田製薬 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠)
MO MO206 MO206 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.5mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MO MO207 軟ｶﾌﾟｾﾙ(形状:

長円形)
淡黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 持田製薬 EPA製剤(閉塞性動脈硬

化症，高脂血症治療剤)
0602大日本住友製薬中
止

MO MO209 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg/包(15
ｶﾌﾟｾﾙ)

持田製薬 EPA製剤 0207分包表示変更
981204収載 分包商品名
記載

MO MO 220 MO220 裸錠 白 無 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠250mg｢ﾓ
ﾁﾀﾞ｣

酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 持田製薬 制酸･緩下剤 070706収載

MO MO 221 MO221 裸錠 白 無 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg｢ﾓ
ﾁﾀﾞ｣

酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 持田製薬 制酸･緩下剤 070706収載

MO MO 231 MO231 裸錠 微黄白 有 ﾃﾞｿﾊﾟﾝ錠60mg ﾄﾘﾛｽﾀﾝ 60mg 持田製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ合成阻害
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｿﾊﾟﾝ錠)

MO MO 232:10 MO232 裸錠 白 無 ﾃｽﾁﾉﾝ錠10mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 10mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO MO 233:25 MO233 裸錠(形状:長
円形)

白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 25mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO MO 234:50 MO234 裸錠(形状:長
円形)

白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠50mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 50mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO MO 235 MO235:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｨﾅｹﾞｽﾄ錠1mg ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ 1mg 持田製薬 子宮内膜症治療剤 071214収載
MO MO251 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡桃 ﾍﾞﾅﾗ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 持田製薬 脳･末梢血流改善剤 9311中止
MO MO 257 裸錠 黄 有 ﾋﾞｵﾚｲﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 持田製薬 代謝性強心剤 9511中止
MO MO 260 糖衣錠 茶 無 ｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝMﾓﾁﾀﾞ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 9411中止(商品名変更の

為)
MO MO261 MO261 裸錠 白 無 ﾒｻﾉﾛﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 持田製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 0707中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)
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MO MO 281 MO281:ROM0.625 糖衣錠 淡桃 無 ﾛﾒﾀﾞ0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

MO MO 282 MO282:ROM1.25 MO282 糖衣錠 白 無 ﾛﾒﾀﾞ1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

MO MO 283 MO283 糖衣錠 淡青 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 持田製薬 循環機能改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠)

MO MO 284 MO284 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 持田製薬 循環機能改善剤 9707ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MO MO 311 MO311 糖衣錠 緑 無 ｷﾓﾀﾌﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､結晶ﾄﾘﾌﾟｼﾝ 50mg，1mg 持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞ錠)

MO MO 312 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 持田製薬 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9511中止
MO MO 316 MO316 糖衣錠 白 無 ｷﾓﾀﾌﾞS錠4万単位 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 40000ﾌﾞﾛﾒﾗｲ

ﾝ単位
持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞS4万単
位)

MO MO350 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 持田製薬 止血剤 9509中止

MO MO351 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 持田製薬 止血剤 9509中止

MO MO430 MO430 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙 ﾁﾄﾚｽﾄ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 持田製薬 組織呼吸賦活剤 0811中止
MO MO 450:5 MO450 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠5mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 5mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO MO 451:10 MO451 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠10mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 10mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO MO603 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｵｷｾﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 持田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止
MO MO604 MO604 裸錠 白 無 ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ錠400mg ｲﾉｼﾝﾌﾟﾗﾉﾍﾞｸｽ 400mg 持田製薬 亜急性硬化性全脳炎

(SSPE)治療薬
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ錠)

MO MO620 F 腟錠 白 無 腟用新ﾌﾗﾝｾｴﾌF錠 20mg 持田製薬 硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ腟錠 9108中止
MOA MO20A 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS600 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 600mg/包(30

ｶﾌﾟｾﾙ)
持田製薬 EPA製剤 0206分包表示変更

981204収載 分包商品名
記載

MOA MO 25A MO25A 糖衣錠 青 無 ﾊﾟﾙﾀﾝM錠0.125mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾙﾀﾝM錠)

MOD MO 20D 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS900 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 持田製薬 EPA製剤 040625収載
MOXO Y MOXO Y-MOXO 裸錠 白 無 ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 吉富製薬 うっ血性心不全･気管支

喘息治療剤
9812中止

MOXO n MOXO 裸錠 白 無 ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠100mg ﾌﾟﾛｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 強心剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠)

MP NPI:MP NPI-MP:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢NPI｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

MP CH-MP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄赤/白 ﾒﾄﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 長生堂製薬 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧品名(0909ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩
酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
に変更)，旧ﾋｰﾄ

MP PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
MP PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
MP MP 1 ORGANON MP1:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 高血圧症･狭心症･不整

脈治療剤
0906中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ)

MP 1:PT 433 裸錠 淡橙 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴
い）

MP MP 2 ORGANON MP2:200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤

0906中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ)

MP 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0607中止 0304社名変更
（統合に伴い）

MP 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
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MP Tu MP-25 糖衣錠 白 無 ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 辰巳化学 冠血管拡張･抗血小板剤 0907中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾄﾛ
ﾎﾟﾘﾝ錠)

MP SW-242:SW-MP50 糖衣錠 白 無 ﾏｽﾋﾟﾛﾝ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 沢井製薬 自律神経賦活剤 9409中止
MP KL 230 MP 裸錠 白 無 ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｶﾞﾚﾝ 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9606まで) 9501社

名変更
MPI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/白 ﾍﾟﾚｶﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 三井製薬工業 肝･胆道疾患治療剤 9209中止
MPI MPI 耳:MPI-HC 裸錠 白 無 ﾐﾌﾛｰﾙ錠 ｶﾙﾓﾌｰﾙ 100mg 三井製薬工業 抗悪性腫瘍剤 旧ｺｰﾄﾞ(9604まで)
MPI MPI 105 裸錠 白 無 ﾒﾗｲﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 三井製薬工業 めまい･平衡障害治療剤 0006中止 98ﾋｰﾄ記号

(MPI105)削除，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

MPI MPI 115 MPI115:2mg 裸錠 薄橙 有 ﾋﾞｶﾓｰﾙ錠 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 2mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0511迄)，承継に
伴い(沢井製薬へ) 0203
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 98ﾋｰﾄ記
号(MPI115)削除等

MPI MPI 120 MPI120:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾗﾄﾞｰﾙ錠50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0204ﾋｰﾄ表
MP1120追加等

MPI MPI 121 MPI121:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾗﾄﾞｰﾙ錠100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表
MPI121追加等

MPI MPI 122 MP1122:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾗﾄﾞｰﾙ錠200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0205ﾋｰﾄ変更(表
MPI122追加等)

MPI MPI 123 MPI123:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾐﾗﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 精神･情動安定剤，視床
下部作用性抗潰瘍剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾗﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0707社名変更(前:日
本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

MPI MPI 126 MPI126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾚﾐﾅｰﾙ錠 ﾌﾙﾀｿﾞﾗﾑ 4mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 消化管機能安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(0511迄)，承継に
伴い(沢井製薬へ) 98ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MPI MPI 130 MPI 130 50:BARNETIL 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠50 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更

MPI MPI 130 MPI130 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠50 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･大日本住友
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

0707製造販売会社社名
変更(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)
0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

MPI MPI 131 MPI 131 100:BARNETIL
100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

旧ﾋｰﾄ 9708ﾋｰﾄ裏変更

MPI MPI 131 MPI131 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･大日本住友
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

0707製造販売会社社名
変更(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)
0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名

MPI MPI 132 MPI 132 200:BARNETIL
200

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更

MPI MPI 132 MPI132 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･大日本住友
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系精神神経用
剤

0707製造販売会社社名
変更(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)
0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

MPI MPI 205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠｢三井｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 三井製薬工業 血圧降下剤 0009中止 98ﾋｰﾄ記号
(MPI205)削除，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

MPI MPI 215 MPI215:10mg 糖衣錠 白 無 ﾆｺﾃﾞｰﾙ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 Ca拮抗性降圧剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0207ﾋｰﾄ表10削

MPI MPI 216 MPI216:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｺﾃﾞｰﾙ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 Ca拮抗性降圧剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0204ﾋｰﾄ表20削

MPI MPI 217 MPI217:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｺﾃﾞｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続型Ca拮抗性降圧剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｺﾃﾞｰﾙLA20)
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MPI MPI 218 MPI218:40mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｺﾃﾞｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続型Ca拮抗性降圧剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｺﾃﾞｰﾙLA40)

MPI MPI 220 MPI220：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 不整脈治療剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表10削

MPI MPI 221 MPI221：200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 不整脈治療剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0203ﾋｰﾄ表20削

MPI MPI 300 MPI 300 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ｸﾘｰﾑ ｽﾋﾟﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 三井製薬工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9403中止
MPI MPI 305 MPI305:100mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0707迄)，承継に

伴い(ﾒﾃﾞｨｻ新薬へ) 0202
ﾋｰﾄ記号再記載 98ﾋｰﾄ記
号(MPI305)削除等

MPI MPI 401 MPI401 耳:MPI401 裸錠 白 無 ﾐﾌﾛｰﾙ錠 ｶﾙﾓﾌｰﾙ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

MPI MPI405 裸錠 白 有 ﾀｽｵﾐﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 三井製薬工業 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0010頃迄)
900713収載

MPI 10M 10M SCHERING:10mg 裸錠 白 有 ﾀｽｵﾐﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝ錠)，ﾋｰﾄ裏MPI405削

MPI T 20 D T20 SCHERING:20mg 裸錠 白 無 ﾀｽｵﾐﾝ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝD錠)，ﾋｰﾄ裏MPI406と
D20削除

MPIHC MPI 耳:MPI-HC 裸錠 白 無 ﾐﾌﾛｰﾙ錠 ｶﾙﾓﾌｰﾙ 100mg 三井製薬工業 抗悪性腫瘍剤 旧ｺｰﾄﾞ(9604まで)
MPIMK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾐｹﾄﾘﾝ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 三井製薬工業 抗うつ剤 0012中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(MPIMK25)削除，商品名
記載

MPIMK MPI MK50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾐｹﾄﾘﾝ錠50 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 50mg 三井製薬工業 抗うつ剤 8807中止
MPL 227 MPL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 920710

収載
MPL 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ

変更 920710収載
MPL mpL90 裸錠 白 無 ﾐﾅﾄｰﾙL90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ﾐﾅﾄ製薬 消炎酵素剤 中止
MPN MPN 糖衣錠 白 無 ﾏﾆﾌﾟﾚﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9308中止
MPN K N:MPN 裸錠 白 有 ﾐｵﾊﾟﾉｰﾙ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 小林化工 中枢･末梢性筋緊張緩解

剤
9208中止

MPR 136 MPR 136 糖衣錠 白 無 ﾒﾎﾟﾗﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 大洋薬品工業 鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 94本体刻
印

MPS KL102:MPS 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白～淡
黄

ﾒﾋﾟｽﾀﾝ5 ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-日本ｶﾞﾚﾝ 腎性貧血･乳腺腫瘍治療
剤

9510中止 9501社名変更
900713収載

MPT 129 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

MR MR 裸錠 淡灰褐 無 ｲｲﾗｯｸ漢方胃腸薬 大日本製薬 胃腸薬 9203中止
MR Tw.MR 糖衣錠 白 無 ｴﾏﾗﾝﾄ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 94中止
MR 裸錠 白 有 ﾏｰﾚｽ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･頻脈治療剤 0505中止 0301ﾋｰﾄ変更
MR Tu-MR 7.5 Tu MR-7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ﾒﾄﾛｰﾑ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠障害改善剤 980710収載

MR Tu MR･010 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾏﾘﾎﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 辰巳化学 高血圧･狭心症治療剤 0704中止

MR Tu-MR 10 Tu MR-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒 白 有 ﾒﾄﾛｰﾑ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠障害改善剤 980710収載
MR 裸錠 白 有 ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9502

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MR C-24A C-24A 糖衣錠 白 無 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ 5mg 中外製薬 抗甲状腺剤 0612商品名変更(前:ﾒﾙｶ

ｿﾞｰﾙ錠) 0301ﾋｰﾄ表ｺｰﾄﾞ
追加 0110製造元変更
(前:ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ)
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MR 裸錠 橙黄 無 ﾒﾛﾆｰﾙ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 参天製薬 血管強化･止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)

MR SW-045 SW-045 1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾛﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 止瀉剤 0706商品名変更(前:ﾐﾛﾋﾟ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0001ﾋｰﾄ変更(1
追加)

MRC MRC250 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾙﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 中止
MRC MM801 MM801:MRC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/黄透明 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 森下ﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用

剤
9606中止

MRK MRK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾙｸﾅﾝ30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 全星薬品工業 血圧降下剤 9203中止
MRS MM803 MM803 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙｿﾌﾄ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用

剤
9802中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MRSF MM808 MRSF 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙｿﾌﾄF ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 400mg 森下ﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用
剤

9101中止

MRT 糖衣錠 白 無 ﾓﾃﾞﾚｰﾀﾑ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 筋緊張性疾患治療剤 9912中止 920710収載
MRT MM811 MM811:MRT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
橙 無 ﾓﾘｽﾃﾛｰﾙ錠 ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 森下ﾙｾﾙ 高脂質改善･動脈硬化用

剤
9308中止

MS IW MS IW 耳:IWAMIX-S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｲﾜﾐｯｸｽS錠 岩城製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9401中止
MS Tw MS 裸錠 白 有 ﾏﾙｽﾁﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 東和薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏﾙｽﾁﾝ錠)，

MS M･S･ TROCHE・ ﾄﾛｰﾁ 青 SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣ 塩化ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ(外) 0.25mg 明治製菓 口腔用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:SPﾄﾛｰﾁ明治)
明治の複合ﾄﾛｰﾁ明治(中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

MS SW 900 SW-900 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾛﾄﾝ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 沢井製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

MS SW C10：10 SW-C10 10mg：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
MS MO261 MO261 裸錠 白 無 ﾒｻﾉﾛﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 持田製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 0707中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MS SW 11 SW-11 15mg:15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗｿﾌﾟﾗﾝOD錠15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 090515収載

MS 裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 0009製造
元変更 9701社名変更

MS MS 25
25mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

0101ﾋｰﾄ表商品名記載，

MS MS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

MS SW 550：10 SW-550 10：10mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾀﾞｳﾝ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

040709収載

MS SW-061:SW-MS 糖衣錠 白 無 ﾒｸﾛｻｰﾄ 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 沢井製薬 脳代謝改善意識障害治
療剤

9301中止

MS SW 180 SW-180：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20「SW」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

MS SW CD1：1 SW-CD1 1mg:1mg 裸錠 白 有 ｶﾃﾞﾒｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

沢井製薬 血圧降下剤 040709収載

MS SW-881 SW-881 SW-881:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 経口抗真菌剤 040709収載
MS SW 470 SW-470 15mg：15mg 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15

ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｸﾛｾﾘﾝ錠)
MS MS S07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｽｵｰﾄﾞ錠100 ﾌﾟﾙﾘﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg（活性

本体として）
明治製菓 広範囲経口抗菌製剤 021206収載

MS SW 899 SW-899 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾛﾄﾝ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 沢井製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載
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MS SW 693 SW-693 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ50)
0308ﾋｰﾄ変更，表50追加
等 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR50)削除

MS SW 694 SW-694 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ100)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR100)削除

MS SW 717 SW-717 30:30mg 裸錠 白～微黄白 有 ｵｷﾛｯﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ｵｷ
ﾛｯﾄ錠)

MSA MS A01 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗﾐﾝ舌下錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 明治製菓 脳･末梢循環障害改善剤 9212中止
MSA MS A01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢明治｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
明治製菓 持続性Ca拮抗薬 1011頃片面割線→両面

割線 080704収載
MSA MS A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢明治｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
明治製菓 持続性Ca拮抗薬 080704収載

MSA MS A03 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾎﾟﾃﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾘｽﾘﾄﾞ 0.025mg 明治製菓 脳神経伝達機能調整剤 9909中止
MSC MS C01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗｽﾄ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.68mg 明治製菓 胃粘膜血流改善を为作

用とする胃潰瘍治療剤
0912中止

MSC MS C-06  MS C-06
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
明治｣

ｻｲｸﾛｾﾘﾝ 250mg 明治製菓 抗結核性抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ明治)

MSC MS C-13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

MSC MS C-14 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

MSD MSD 14 MSD 14 2.5：2.5 2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE
阻害剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

MSD MSD 22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾌﾟﾛﾍﾟｼｱ錠0.2mg ﾌｨﾅｽﾃﾘﾄﾞ 0.2mg MSD 男性型脱毛症用薬，5α -
還元酵素監型阻害薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 薬価未
収載

MSD MSD：32 裸錠 白 無 ｽﾄﾛﾒｸﾄｰﾙ錠3mg ｲﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝ 3mg MSD-ﾏﾙﾎ 駆虫剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:万有

MSD MSD 75 MSD 75:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

明るい灰黄 無 ｼﾝｸﾞﾚｱ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 080418
収載

MSD MSD:112 MSD112:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄赤黄 無 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

50mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

MSD 選択的DPP-4阻害剤，糖
尿病用剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 091211
収載

MSD MSD 115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾌﾟﾛﾍﾟｼｱ錠1mg ﾌｨﾅｽﾃﾘﾄﾞ 1mg MSD 男性型脱毛症用薬，5α -
還元酵素監型阻害薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 薬価未
収載

MSD MSD:221 MSD221:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠25mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

25mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

MSD 選択的DPP-4阻害剤，糖
尿病用剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 091211
収載

MSD MSD267：MAXALT MSD267 裸錠(長円形) 微帯赤 無 ﾏｸｻﾙﾄ錠10mg 安息香酸ﾘｻﾞﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 10mg(ﾘｻﾞﾄﾘ
ﾌﾟﾀﾝとして)

杏林製薬-ｴｰｻﾞｲ 5-HT1B/1D受容体作動
型片頭痛治療剤

030912収載

MSD MSD:277 MSD277:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄 無 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠100mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

100mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

MSD 選択的DPP-4阻害剤，糖
尿病用剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 091211
収載

MSD MSD 712 MSD 712 5：5mg 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE
阻害剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

MSD MSD 713 MSD 713 10：10 10mg 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg MSD 血圧降下剤(持続性ACE
阻害剤)

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

MSD MSD 717 MSD 717 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ配合錠 ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛ
ﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

50mg，
12.5mg

MSD 持続性ARB/利尿薬合剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ錠)
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MSD MSD 726 MSD726:BANYU 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 万有製薬 高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで) 9502
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MSD MSD 726 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 万有製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0204迄) 0003ﾋｰﾄ
記号削除，表裏商品名記
載

MSD MSD 907 MINTEZOL 裸錠 薄桃 有 ﾐﾝﾃｿﾞｰﾙ ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 万有製薬 駆虫剤 0403中止 0001色変更
(前:白)，本体裏削除

MSE MS E01 裸錠 白 無 ｴﾘｵｯﾄ21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

明治製菓 経口避妊剤(1～10日分) 0107中止 990902販売
990616承認 薬価未収載

MSE MS E02 裸錠 橙 無 ｴﾘｵｯﾄ21 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

明治製菓 経口避妊剤(11～21日分) 0107中止 990902販売
990616承認 薬価未収載

MSE MS E02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｴﾝｶﾌﾟﾗP錠 明治製菓 血圧降下剤 9209中止
MSF MS F-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
MSF MS F-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
MSF MS F-04 F-04 50:F-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 明治製菓-興和創薬 鎮痛･抗炎症剤 0709中止 0610販売会社

社名変更，統合に伴い
(前:日研化学)

MSF MS F-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ｱﾝﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 明治製菓 鎮痛･抗炎症剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾅｿﾞｯｸｽｶﾌﾟ
ｾﾙ)

MSF MS F05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗｷｻｰﾄ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 頻尿治療剤 9012中止
MSF MS F07

250mg
裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製

剤
割線に見える模様あり

MSF MS F08
500mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり

MSFTR M･S･TROCHE･ MS FTR ﾄﾛｰﾁ(ﾄﾞｰﾅﾂ型) 薄橙 無 複合ﾄﾛｰﾁ明治 明治製菓 複合抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 明治の
SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

MSK MS K-01  MS K-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢明
治｣

一硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 250mg 明治製菓 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ明治)

MSL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0211迄) 960906収
載

MSM MS M-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒｿﾞﾘﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 明治製菓 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

9202中止

MSM MS M-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 50mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 9210中止
MSM MS M-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 100mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 9806中止
MSM MS M-05  MS M-05

200mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ﾒﾃﾞ
ﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

MSM MS M-06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9212中止

MSM MS M-07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9004中止

MSM MS M14
200mg

裸錠 薄橙 有 ﾐｵｶﾏｲｼﾝ錠200 酢酸ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止

MSM MS M18 裸錠 白 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 明治製菓 持続性心身安定剤 0610割線模様追加
MSM MS M19 裸錠 薄橙 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 明治製菓 持続性心身安定剤 割線模様あり
MSM MS M20

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒｲｱｸﾄ錠100 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 明治製菓 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0608中止，ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg販売に伴い

MSM MS M27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 明治製菓 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載，ﾒｲｱｸﾄ錠
100の改良品(ｶｾﾞｲﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ除去他)

MSMY MS MY 糖衣錠 白 無 ﾏｲｿﾑｰﾙ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 全星薬品工業-明治製菓 血圧降下剤 9212中止

MSN MS N01
単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠50万単位｢明
治｣

ﾅｲｽﾀﾁﾝ 50万単位 明治製菓 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠明
治)
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MSNOI MS N01
単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠50万単位｢明
治｣

ﾅｲｽﾀﾁﾝ 50万単位 明治製菓 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠明
治)

MSO MS O02 MS OD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｺﾛｼﾞﾗﾝ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 明治製菓 冠血管拡張剤 9002中止
MSOD MS O02 MS OD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｺﾛｼﾞﾗﾝ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 明治製菓 冠血管拡張剤 9002中止
MSP MS P-02  MS P-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾ
MSP MS P-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質

製剤
9212中止

MSP MS P-04  MS P-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合ｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾ

MSP MS P-05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

250mg，
250mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

9202中止

MSP MS P07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝS錠)
割線に見える模様あり

MSP MS P08 MS PT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9607まで) 9509色
変更(旧:黄)

MSP MS P08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9608変更
(SP->PTP)

MSP MS P08
20万単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 0705頃中止

MSP MS P10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾝｾﾍﾟﾝP錠 ﾌﾟﾛﾋﾟｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 125mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9007中止
MSP MS P15 MS PA250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質

製剤
9410中止

MSP MS P17 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾅﾒﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 虚血性心疾患･脳血管障
害改善剤

9611中止

MSP MS P18 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg（ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 抗乳癌剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠)

MSPA MS P15 MS PA250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

9410中止

MSPAM MS P16 MS PAM500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

8909中止

MSPT MS P08 MS PT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9607まで) 9509色
変更(旧:黄)

MSR MS R01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
MSR MS R02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
MSR MS R03 裸錠 白 無 ﾘﾌｧﾀｯｸL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 持続型虚血性心疾患治

療剤
1103中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾌｧ
ﾀｯｸL錠) 徐放製剤

MSS MS S07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｽｵｰﾄﾞ錠100 ﾌﾟﾙﾘﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg（活性
本体として）

明治製菓 広範囲経口抗菌製剤 021206収載

MSSO MS S07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｽｵｰﾄﾞ錠100 ﾌﾟﾙﾘﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg（活性
本体として）

明治製菓 広範囲経口抗菌製剤 021206収載

MSSS M 555 M555 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢ﾏｲﾗﾝ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 080201収載(商品名変
更，前:ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
50mg小児用｢ﾒﾙｸ｣)，社
名変更に伴い(前:ﾒﾙｸ製

MSSV MS124SV 糖衣錠 白 無 ﾚｸﾗﾀﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 進化製薬 鎮痙･鎮痛剤 9603中止 9209ﾋｰﾄ変更

MST ZE 51 MST:100mg 裸錠 白 無 ﾏｻﾄﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 高尿酸血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｻﾄﾝ錠)

MST MS T-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/薄黄 ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞ､ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ 10mg，50mg 明治製菓 消炎酵素製剤 0006中止
MST MS T06 MS TL 裸錠 白 有 ﾄﾙｼﾗﾝ錠 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 明治製菓 血糖降下剤 9212中止
MST MS T08

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠100mg ｴﾁｵﾅﾐﾄﾞ 100mg 明治製菓 結核化学療法剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠)

MST Th422 MST50:MST50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 不整脈治療剤 9707中止 940708収載
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MST Th423 MST100:MST100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 不整脈治療剤 9806中止 940708収載
MSTL MS T06 MS TL 裸錠 白 有 ﾄﾙｼﾗﾝ錠 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 明治製菓 血糖降下剤 9212中止
MSV MS V01 MS VK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ錠明治 ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9007中止
MSV SW V2:SW-V2 0.2 0.2 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ｻ

ﾜｲ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
070706収載

MSV SW V3:SW-V3 0.3 0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

MSVK MS V01 MS VK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ錠明治 ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9007中止
MSW MS W-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9012中止
MSW MS W-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
MSW MS W05 MS WDM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝ錠 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
MSWDM MS W05 MS WDM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝ錠 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
MSX MS X-01  MS X-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 明橙/明橙 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ
MSX MS X02 MS XE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠 明治製菓 消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
MSX MS X02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合錠 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠)
MSXE MS X02 MS XE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠 明治製菓 消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
MT Tw:MT

250mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁｽﾀ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 東和薬品 気道粘膜調整･粘膜正常

化剤
旧ｺｰﾄﾞ(0905迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾁｽﾀ錠)

MT MT:0.5 MT0.5 0.5mg:IW MT0.5 裸錠 白 有 ﾒﾄﾗｾﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 岩城製薬 高血圧治療剤 9811中止 900713収載
MT MT:1 MT1 1mg:IW MT1 裸錠 橙 有 ﾒﾄﾗｾﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 岩城製薬 高血圧治療剤 9811中止 900713収載
MT MT15 15mg:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢科

研｣
ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 大興製薬-科研製薬 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2

剤
070706収載

MT Tu MT Tu MT-30 糖衣錠 白 無 ﾓﾝﾄﾎﾞﾛﾝ錠 塩酸ﾓｷｼｼﾘﾄ 30mg 辰巳化学 α 1遮断性脳循環改善剤 9905中止 960705収載
MT MT MT212SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｻﾞﾉｰﾙ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 進化製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9504中止 900713収載

MT SW 376 SW-376 500:500μ g 糖衣錠 淡黄 無 ﾒﾁｸｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 沢井製薬・日本ｹﾐﾌｧ 末梢性神経障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾁｸｰﾙ500)
0203ﾋｰﾄ変更

MTG 糖衣錠 白 無 ﾒﾄｸﾛｰﾙ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 富山化学工業 消化器機能異常改善剤 0111中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MTN 耳:M.T.N 裸錠 淡橙 有 ﾒﾀﾈｼﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 小林化工 循環増強剤 96中止
MTR ME MTR-250 SHIONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾘｵﾝ錠250 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-大洋薬品工

業，日本ｹﾐﾌｧ
経口糖尿病用剤 050708収載

MTSV MT MT212SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｻﾞﾉｰﾙ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 進化製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9504中止 900713収載

MTX MTX MTX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾄﾚｷｻﾒｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 060707収載
MU PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万

単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更

に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

MU HFT2.5 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ2.5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0303ﾋｰﾄ表2.5mg追加
9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

MU HFA5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0302ﾋｰﾄ表5mg追加 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
950317収載

MU IC-423 MU 糖衣錠 黄 無 ﾑｺﾀｲﾄ錠｢ｲｾｲ｣ 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg ｲｾｲ 去痰剤 9409中止 93ｺｰﾄﾞ追加
(SP->PTP)

MUC TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUC削除

MUC TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人ﾌｧｰﾏ 気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠)
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MUR TJN673 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 帝人 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUR削除

MVC Pfizer:MVC 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

青 無 ｼｰｴﾙｾﾝﾄﾘ錠150mg ﾏﾗﾋﾞﾛｸ 150mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤
(CCR5阻害剤)

1009販売元変更，製造販
売元変更(前:ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾊﾞ
ﾗのみ

MVR MKC 101 MKC101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｰﾊﾞｰ錠100mg ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 田辺三菱製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
変更(日研化学より)

MWT MWT-001 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大正 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0106中止 9907販売

MWT MWT-002 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大正 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0106中止 9907販売

MWT MWT-004 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄白 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ･S1 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大正 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0106中止 9907販売

MWT MWT-006 0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大
正

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0106中止 0008販売

MWT MWT-007 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大
正

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0106中止 0008販売

MWT MWT-008 1μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大正薬品工業-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大
正

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0106中止 0008販売

MWT MWT-307 200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

淡黄橙 ﾄｺｴﾇ200ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾒﾄﾞｳｪﾙ大正 循小循環系賦活剤 0106中止 0008販売 承継
(堀田薬品合成より)

MX IW MX IW 耳:IWAMIX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｲﾜﾐｯｸｽ錠 岩城製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9212中止
MX MX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾞｯｸｽ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0205中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705収

MX MX 1 MX1 5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢科研｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
MX MX 2 MX2 10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢科研｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
MX SW MX5:5 SW-MX5:5 mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
MX SW MX10:10 SW-MX10:10 mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
MX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄

黄褐
ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)

MX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

MX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

MX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
MY MS MY 糖衣錠 白 無 ﾏｲｿﾑｰﾙ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 全星薬品工業-明治製菓 血圧降下剤 9212中止

MY MY 36 MY36 MY36 裸錠 白～淡黄白 有 ｹﾙｶﾞｰ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

前田薬品工業-日医工 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 0807販売元変更(前:ﾃｲｺ
ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 060707収載

MY MY-50 CHAR MY-50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾚﾙﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 前田薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9303中止 900713収載
MY MY 057 MY057 裸錠 極薄紅 有 ｵﾌﾟﾛﾆｯｸ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 摩耶堂製薬 鎮痛･抗炎症剤 0012中止 980710収載

ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
MY Tu MY･100 Tu MY･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾏｲﾅﾔｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 辰巳化学 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 96中止
MY MY 102 MY-102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘｰｾﾞS配合錠 前田薬品工業-ﾏｲﾗﾝ製

薬，興和ﾃﾊﾞ
消化酵素複合剤 1007販売元変更，統合に

伴い(前:大正薬品工業)
MY MY-103 MY-103 MY-103 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/赤褐

透明
ｱﾘｰｾﾞNｶﾌﾟｾﾙ 前田薬品工業-ﾏｲﾗﾝ製

薬
消化酵素複合剤 0903中止 0802販売会社

社名変更(前:ﾒﾙｸ製薬)
MY MY 105 MY105 30mg：30mg 裸錠 白 有 ﾍﾟﾍﾟｼﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 前田薬品工業-佐藤製

薬，日医工
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾟﾍﾟｼﾝ錠)
0807販売元変更(前:ﾃｲｺ
ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

MY MY 107 MY107 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾄﾘｽSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 前田薬品工業-ﾃｲｺｸﾒ
ﾃﾞｨｯｸｽ

高脂血症治療剤 0804中止

MY MY 135 MY135 裸錠 白 有 ﾙｿﾛｰﾙ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｽｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 摩耶堂製薬 肝･胆･消化機能改善剤 0012中止 980710収載
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
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MY MY 176 MY176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄
白

無 ﾁﾌﾟﾗｺﾝ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 摩耶堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 中止 980710収載 ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MY MY 177 MY177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾁﾌﾟﾗｺﾝ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 摩耶堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 中止 980710収載 ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MY MY-401 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏｲｾﾗｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 前田薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9311中止 900713収載
MY MY 501 MY-501 裸錠 白 無 ﾆｺﾓｰﾙ錠｢ﾏｴﾀﾞ｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 前田薬品工業 脂質代謝･末梢血行改善

剤
中止

MY MY-510 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｽ錠 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 前田薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0105中止 940708収載

MY 2 MY520 2/MY520 裸錠 白 有 ﾊｰﾄﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 前田薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9812中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MY 3 MY520 3/MY520 裸錠 白 有 ﾊｰﾄﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 前田薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9812中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MY MY-601 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/無透明 ﾌﾟﾛｱﾘｼﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 前田薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9701中止
MY MY-610 MY-610 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞｾﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 前田薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0209時点で中止 980710

収載
MYC TwMYC  TwMYC Tw.MYC 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾏｲｶｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 東和薬品 抗炎症性解熱鎮痛剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏｲｶｻｰﾙｶﾌﾟｾ
MYCOBUTI
NPHARMAC
IA&UPJOHN

MYCOBUTIN
Pharmacia&Upjohn

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤褐/濃赤
褐

ﾐｺﾌﾞﾃｨﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾌﾞﾁﾝ 150mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗酸菌症治療薬 080912収載 ﾊﾞﾗのみ

MYE MY8005E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾗｾﾁﾀﾞ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 前田薬品工業 消炎酵素剤 9003中止
MYE MY8010E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗｾﾁﾀﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 前田薬品工業-ﾒﾙｸ製薬 消炎酵素剤 0709中止 0607販売会社

社名変更
MYM Tw 315 Y-MYM100:Tw315 100mg

Y-MYM100
糖衣錠 白 無 ﾏｲﾐﾁﾝ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉

富薬品
抗ﾘｳﾏﾁ剤 0012中止 9904販売

980710収載
MYO KTB 21 MYO･50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 寿製薬 筋緊張･循環改善剤 旧ﾋｰﾄ 9206変更
MYONABAS
E

KTB 21 KTB-21 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 寿製薬・昭和薬品化工，
高田製薬

筋緊張･循環改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠)

MYS 裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9306本体

MYT NF 200:W NF200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾏｲﾃﾗｰｾﾞ錠10mg 塩化ｱﾝﾍﾞﾉﾆｳﾑ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 重症筋無力症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｲﾃﾗｰｾﾞ)

MZ O.S MZ O.S-MZ 3mg：3mg 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠)

MZ GSMZ1 12.5 GSMZ1 12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠12.5mg ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞｵﾗﾐﾝ 12.5mg(ｴﾙﾄﾛ
ﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞとし

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口血小板増加薬/ﾄﾛﾝ
ﾎﾞﾎﾟｴﾁﾝ受容体作動薬

101210収載

MZ Tw 305 糖衣錠 白 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 精神神経用剤 0702中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾀﾞ
ｾﾞﾊﾟﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣)

MZ SW 428 SW-428 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｿﾞﾙﾐﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 沢井製薬 心臓選択性β 遮断剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-MZ50)
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MZ Tu-MZ 050 Tu MZ-050 0.5:Tu MZ-
050

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾓｰｽﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

精神安定剤 940708収載

MZ Tu-MZ 100 Tu MZ-100 1:Tu MZ-100
1mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｰｽﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 辰巳化学･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

精神安定剤 101119収載

MZK MK:50 MZ-K50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸﾗｲｽﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 三笠製薬 循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 940708
収載

MZPC MZ-PC 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾝｺ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 三笠製薬 筋緊張性疾患治療剤 00頃中止 920710収載
MZT RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｻﾞｰﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
0101中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

N n r TTS-660 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

高田製薬･ﾏﾙﾎ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

N n 000 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｺﾁｵﾝ錠 丸善製薬-日本ｹﾐﾌｧ 肝臓疾患用剤 0803中止 0309ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9807ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

N MS N01
単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠50万単位｢明
治｣

ﾅｲｽﾀﾁﾝ 50万単位 明治製菓 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠明
治)

N 裸錠 白 有 ﾈﾌﾟﾀｻﾞﾝ錠 ﾒﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 緑内障緩解剤 0005中止
N YT N1 YT-N1:YT-N1 NCT-D 口腔内崩壊錠 白 有 ﾉｸﾀﾝD錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東亜薬品-山之内製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 990315承

認 9907販売
N N1

SANDOZ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0912中止 0609ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

N PT N01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N01追加
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾚﾌﾟﾀﾝ錠 塩酸ﾎﾐﾉﾍﾞﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで) 0102本

体ｺｰﾄﾞ追加 8905色変更
N N01:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾚﾌﾟﾀﾝ錠 塩酸ﾎﾐﾉﾍﾞﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮咳剤 06秋頃中止 0208ﾋｰﾄ変
N n 001 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢

日医工｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
060707収載

N N2 25単位:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 S-ｶﾙｼﾞｰ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日新製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環障害改善剤 0711ﾋｰﾄ表NS249削除等
N n002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠

100mg｢日医工｣
ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
070706収載

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾄﾉｰﾙ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ
ﾝ錯化合物

5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 胃潰瘍治療剤 0012中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96社
名，色変更

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 沢井製薬-明治製菓 消炎酵素製剤 9611中止
N N2

SANDOZ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0910中止 0601社名変更

(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ表
200追加，ﾋｰﾄ裏記号変

N 5:PT N02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N02追加
N HT2N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ色 ﾋﾒｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾎﾘﾀ｣ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 堀田薬品合成 胆道機能改善剤 99中止
N FS N03 FS-N03 裸錠 白 有 ﾆｺｷｻﾁﾝ錠200mg ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 扶桑薬品工業 末梢血行改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆｺｷｻﾁﾝ錠)
N PT N03 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ（0303
迄） 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9604社名変更

N N3 NS115：NS115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾎﾞｲﾝﾘｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

日新製薬 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄)
960705収載

N N3 N3 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾎﾞｲﾝﾘｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

日新製薬 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0805ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

N ｎ 004 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢日
医工｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日医工 消化管運動賦活剤 080704収載

N PT N04:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞﾁﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9902中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710

N N5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 S-ｶﾙｼﾞｰ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 日新製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環障害改善剤 03頃ﾋｰﾄNS268削除
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製

薬
H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

N N 5 裸錠 白 有 ﾆﾄﾙﾋﾞﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大洋薬品工業 狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711頃迄)
0403ﾋｰﾄ変更

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）  900420収
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N 5mg:AstraZeneca
ZNC220-N5

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

N n 005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ錠50「日医
工」

塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 日医工 精神活動改善・ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0707本体ｺｰﾄﾞ追加 0507
発売

N N6 裸錠 白 無 ｿﾌﾟﾚﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 日新製薬 狭心症治療用ISMN製剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ
N FS N06 FS-N06 裸錠 白 有 ﾈｸﾀﾘｽ錠50mg ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 9301中止
N 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄） 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960614収載

N N7 裸錠 薄橙 無 ﾙｲﾒﾆｱ錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 日新製薬 経口血糖降下剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ
N N6 裸錠 白 無 ｿﾌﾟﾚﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 日新製薬 狭心症治療用ISMN製剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾ

ﾙ25
日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰ
ﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾﾙ)

N FS-N09 FS-N09 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾆｺﾙﾀﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 扶桑薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0409中止
N 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 富山化学工業 消炎酵素剤 9604中止
N FS N10 FS-N10 裸錠 白 有 ﾆｺﾙﾀﾞ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 扶桑薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ，商品名(010706ﾆ

ｺﾙﾀﾞ錠250mg収載)
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
N10)削除 920529収載

N 10mg:AstraZeneca
ZNC220-N10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

N n 011 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾌﾟﾘｰﾙ錠25 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 日医工 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0402ﾋｰﾄ変更 970711収
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾋﾟﾍﾟﾀﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0412中止 9806ﾋｰﾄ変更

900713収載
N n 012 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾌﾟﾘｰﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日医工 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
0307ﾋｰﾄ変更（12.5mg追
加等） 970711収載

N n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0203中止 980710収載

N n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ｱﾚﾄ
ﾝ錠)

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ｳﾛｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.1 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻﾙﾅﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消化管運動調律剤 1001中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ｳﾛｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.2 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509色変更(以前のもの
より極薄赤が若干薄い)
050708収載

N n 025 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾄﾞｰｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日医工 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
N n 025 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾄﾞｰｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日医工 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
N n 027 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾌｨﾅﾋﾞﾝ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
日医工 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

N ｎ 028:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢日医工｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

N ｎ029:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢日医工｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

N 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 富山化学工業 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9605ﾋｰﾄ
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N ｎ 031:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢日医 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日医工 食後過血糖改善剤 090515収載
N n 032 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢日医工｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤（SNRI）
080704収載

N ｎ 033:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢日医
工｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日医工 食後過血糖改善剤 090515収載

N n 034 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

1003本体割線追加，色変
更(前:白) 080704収載
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N ｎ 035 裸錠 微黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢日医工｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日医工 睡眠障害改善剤 070706収載
N ｎ 037 裸錠 淡黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢日医工｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日医工 睡眠障害改善剤 080704収載
N n 038 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢日医工｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
100528収載

N n 039:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

N ｎ 040:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

N ｎ 041:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

N ｎ 042:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

N ｎ 043:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢日医
工｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

N ｎ 044:10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢日医
工｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

N ｎ 045:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

N ｎ 046:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

N ｎ 047:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 091113収載

N NMB 62 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0906迄)
0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

N n 050 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0906本体ｺｰﾄﾞ変更
N 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 富山化学工業 解毒剤 9604中止
N NMB 940 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠50 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 50mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継

に伴い(万有製薬より)
N NMB 943 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継

に伴い(万有製薬より)
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾ

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾ

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/薄橙 L-ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 日本医薬品工業 持続性経口用ｾﾌｪﾑ系抗
生物質製剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302迄） 950707
収載

N
187.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/薄橙 L-ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 日医工 持続性経口用ｾﾌｪﾑ系抗
生物質製剤

0901中止 0302ｺｰﾄﾞ変更

N ｎ 054 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠67mg｢日医
工｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 日医工 高脂血症治療剤 090515収載

N ｎ 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

N ｎ 057:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢日医 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日医工 前立腺癌治療剤 090515収載
N n 059 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠100mg｢日

医工｣
ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日医工 高脂血症治療剤 090515収載

N ｎ 060:1 裸錠 白 無 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

N ｎ 061:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

N ｎ 062:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

N n 073 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日
医工｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

N n 074 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢日医工｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
日医工｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 日医工 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載
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N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢
日医工｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 日医工 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

N n 077 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧･狭心症治療剤)

060707収載

N n 078 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧・狭心症治療剤)

050708収載

N n 079 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠40 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧・狭心症治療剤)

050708収載

N
45mg:45mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｺﾌﾉｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日医工･日本薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

N 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 富山化学工業 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 9605ﾋｰﾄ
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N n 092 裸錠 白 有 ｱﾒｼﾞﾆﾝ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工 低血圧治療剤 0212ﾋｰﾄ変更 990709収
N n 093 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 0301ﾋｰﾄ変更 990709収
N n 094 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 990709収載
N n 095 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠50mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 100528収載 十字割線
N

0100 250mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

日医工｣
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 日医工 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾓｾﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾ
N

0100 250mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｾﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 日医工 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧品名(081219ｱﾓｷｼｼﾘﾝ

ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医工｣に
変更)

N KB 11N100 裸錠 白 無 ﾉﾌﾞｹﾞﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 解熱･鎮痛･消炎剤 9807中止 97ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 富山化学工業 解毒剤 9604中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

日医工｣
ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗

生物質
1101中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｾﾌｧ
ﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣)

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9901ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

N 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾊﾞﾘﾝ錠 ﾌﾞﾛﾑﾜﾚﾘﾙ尿素 100mg 日本新薬 催眠鎮静剤 0109中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽﾄｰﾏ配合ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 鎮咳剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾄｰﾏｶﾌﾟｾﾙ)
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶褐/茶褐 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 日本医薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9504中止
N 裸錠 白 無 ｲｿﾐﾀｰﾙ錠 ｱﾓﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 100mg 日本新薬 催眠鎮静剤 0201中止 9305SP->PTP
N YD 026 裸錠 淡青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢YD｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 陽進堂-日医工 消炎･組織再生促進剤 1003中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ｱｽﾞ
ﾚﾝ錠｢陽進｣) 陽進堂とﾋｰ
ﾄ異なる

N 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰﾙ錠 臭化ｴﾁﾙﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 10mg 日本新薬 鎮痙剤 0703頃中止
N 裸錠 淡青 有 ｱｽﾞﾌｫﾈｰﾄ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 日本医薬品工業 炎症性胃疾患治療剤 9106中止
N 糖衣錠 淡紅 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9707ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｽﾊﾟﾈｰﾄ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日本新薬 胆･膵･尿路痙縮緩解剤 0606中止 0208ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載 9809ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削
除，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠)
0502剤形変更(旧：糖衣
錠)，本体色変更

N 糖衣錠 帯黄白 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠(2mg) ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 2mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

N 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg 日医工 免疫抑制剤 060707収載

N 軟ｶﾌﾟｾﾙ 桃赤 ｱﾙﾃﾚｰﾄ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 日本医薬品工業 高脂血症治療剤 9809中止
N n 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾍﾟﾘｰﾙ錠2.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 日医工 緩下剤 0307ﾋｰﾄ変更 960705収
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N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｸﾙ錠100mg ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 日本新薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾐﾋﾟﾛ-N錠 日本新薬 鎮痛解熱剤 0104中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

N 裸錠 白 無 ﾗﾙｷﾞﾝ錠 ﾌｪﾆﾙｱｾﾁﾙｸﾞﾘｼﾝｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾄﾞ

150mg 日本新薬 鎮痛剤 9512中止

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｻﾌﾗｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0703頃中止 03頃ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ再記載 9711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削
除，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N n 116 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗｽﾉﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日医工 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾎﾟﾗｽﾉﾝ錠)
0212本体刻印追加 9002
記号追加

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826

N ｎ 117 裸錠 白 有 ｱｽﾀｰｼﾞｽ錠2mg 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 日医工 気管支拡張剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽ･ﾀｰｼﾞｽ錠)
0310本体刻印，ﾋｰﾄ変更

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9710ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
N ｎ 122 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾘｾﾞﾘﾝ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日医工 消化管運動改善剤 101119収載
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 50mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
N n 126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｸﾛｰﾙ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日医工 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｸﾛｰﾙ錠)
N ｎ 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｸﾛｰﾙ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 日医工 H2受容体拮抗剤 0911発売
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0806ｺｰﾄﾞ変更

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0808ｺｰﾄﾞ変更

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤紫透明/
無透明

ｴﾘｻﾞｽｶﾌﾟｾﾙ外用400μ g ﾍﾟｼﾙ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(外) 400μ g 日本新薬 粉末噴霧式ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎治療剤

091211収載

N 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｱﾝｻﾁｭｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日医工 EPA製剤 980710収載

N n 136 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢
KOBA｣

塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 日医工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤，本態性振戦治療

0704ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(小林薬学工業より)

N n 142 裸錠 白 無 ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本医薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0309中止（品名変更に伴
い。新：ｲﾙｶﾞｽ錠2mg，ｺｰ
ﾄﾞ同じ）

N n 142 裸錠 白 無 ｲﾙｶﾞｽ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日医工 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0311販売 （品名変更に
伴い。前：ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠
2mg，ｺｰﾄﾞ同じ）

N n 143 裸錠 白 有 ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本医薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0309中止（品名変更に伴
い。新：ｲﾙｶﾞｽ錠4mg，ｺｰ
ﾄﾞ同じ）

N n 143 裸錠 白 有 ｲﾙｶﾞｽ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日医工 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0311販売 （品名変更に
伴い。前：ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠
4mg，ｺｰﾄﾞ同じ）

N 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠(陽進) ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 陽進堂-日医工 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0703中止 0305ﾋｰﾄ裏商
品名記載

N St107 St107 St107 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 佐藤薬品工業-日医工，
共和薬品工業

虚血性心疾患治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶ
ﾌﾟｾﾙ)
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N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｺﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 経口抗真菌剤 1002中止 040709収載
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｺﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 経口抗真菌剤 1002中止 040709収載
N n 149 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟﾘﾌﾟﾗｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日医工 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｲﾌﾟﾘﾌﾟﾗｽﾄ錠)
0310ﾋｰﾄ変更，200mg追
加等

N NPI 219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本医薬品工業 持続性脳微小循環改善 99中止 980710収載
N n 151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日医工 脳循環･代謝改善剤 0210本体刻印変更（前：

R151），ﾋｰﾄ裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

N ｎ 152 糖衣錠 白 無 ｴﾓﾚｯｸｽ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日医工 抗不安剤 0604頃中止 0405本体ｺｰ
ﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ変更

N n 153
位

腸溶錠 白 無 ｴﾘｽﾓﾝ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 日医工 血管代謝改善剤 1101中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ｴﾘｽ
ﾓﾝ錠) 0309本体ｺｰﾄﾞ追加

N ｎ 154 裸錠 白 無 ｴｽｶﾛﾝ錠25mg ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 日医工 非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽｶﾛﾝ錠) 04
本体ｺｰﾄﾞ追加

N n EP1 裸錠 白 有 ｴﾎﾟｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 日医工 循環改善剤 0210ﾋｰﾄ変更 9809承継
N n 158:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日医工 脳循環代謝改善剤 0901本体ｺｰﾄﾞn158追加

0405ﾋｰﾄ変更
N n EP2 裸錠 淡赤白 有 ｴﾎﾟｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 日医工 循環改善剤 9809承継
N n 161:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日医工 脳循環代謝改善剤 0811本体ｺｰﾄﾞｎ161追加
N ｎ 162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ATP腸溶錠20mg｢日医

工｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 日医工 ATP製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ATP錠｢日医
工｣) 0305本体ｺｰﾄﾞ追加

N ｎ 171:5 裸錠(蝶形) 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 091113収載
N ｎ 173 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｺｰﾙ 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 日医工 降圧剤 0706中止 0305本体刻印
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴﾌﾋﾞﾀｼﾞｬｽﾄ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 陽進堂-日本医薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9907中止 9108販売
N 糖衣錠 黄～橙黄 無 FAD錠｢日医工｣10 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9203中止
N 糖衣錠 黄～橙黄 無 FAD錠｢日医工｣15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9107中止
N 糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日本医薬品工業 微小循環改善剤 9302中止
N P R 裸錠 白 有 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ錠10SV 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 進化製薬-日本医薬品工

業
狭心症･不整脈治療剤 9603中止

N 裸錠 白 有 ｶﾞｽｾﾞﾛﾝS ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 日本医薬品工業 消化器内ｶﾞｽ駆除剤 9107中止
N n 201 腸溶錠 橙 無 ｶﾘｸﾛﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 日医工 循環系調整剤 0201ﾋｰﾄ50単位，裏品名

記載 010907収載(規格表
示変更)

N n 202 μ g：5μ g 裸錠 白 無 ｵﾊﾟﾌﾟﾛｽﾓﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ
ｽﾄとして）

日医工 経口プロスタグランジン
E1製剤

030704収載

N 糖衣錠 緑 無 ﾏﾛｹﾞﾝ錠135mg ｱｶﾒｶﾞｼﾜｴｷｽ 135mg 日本新薬 胃腸機能調整剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾛｹﾞﾝ錠)

N 裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾉｰﾙ錠2mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 日本新薬 表在性炎症疾患治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾉｰﾙ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9611ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載

N 糖衣錠(楕円
形)

淡黄 無 ｲﾘｺﾛﾝM配合錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ､ｱｶﾒｶﾞ
ｼﾜｴｷｽ

1.5mg，70mg 日本新薬 ｽﾄﾚｽ胃腸病治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾘｺﾛﾝM錠)

N Vp 裸錠 白 有 ﾍﾞｽﾄﾌｨﾘﾝ錠 ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ
ｵｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃｵﾌｨﾘﾝ

200mg 日本新薬 冠循環改善剤 9506中止

N 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

茶褐 ﾍﾞﾉｽﾀｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 20mg 日本新薬 軟部腫脹治療剤 0003中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

類黄白 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｸﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 日本新薬 脳卒中･循環不全治療剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日医工 経口蛋白分解酵素阻害 0903田辺三菱製薬中止
N n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ
経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ
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N 糖衣錠 黒 無 ｻｰｶﾈｯﾃﾝ配合錠 日本新薬 内服痔疾患治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｰｶﾈｯﾃﾝ錠)

N 糖衣錠 淡黄 無 ﾌｪﾙﾋﾞﾃﾝ錠12.5mg ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 日本新薬 唾液分泌促進，肝･胆疾
患利胆剤

0911中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｪﾙ
ﾋﾞﾃﾝ錠)

N 糖衣錠 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾘｼﾞﾝ錠1号 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 日本医薬品工業 強心配糖体製剤 9206中止
N 裸錠 白 無 ｽﾙｶｲﾝ錠100mg ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉｱｾﾁﾙｱﾐﾉ安

息香酸ｴﾁﾙ
100mg 日本新薬 胃粘膜局麻剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾙｶｲﾝ錠)
N 糖衣錠 白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠SG 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ
N n 212 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 日医工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0405ﾋｰﾄ裏記号削除，商

品名記載 000707収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N n 212 n212：200 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 日医工-日本ｹﾐﾌｧ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｳｶﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ｳﾛｶﾞｽﾄﾛﾝ 2.4mg 日本新薬 体液性抗潰瘍剤 0301中止 9610ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

N n 213 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 日医工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0308ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｳﾛｶﾙﾝ ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 0606中止 0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載，裏商品名記載

N 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾀﾞﾉｰﾙ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 日本新薬 血圧降下剤 0006中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N ｳﾛｶﾙﾝ225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0812迄)
050708収載

N ｳﾛｶﾙﾝ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 0812本体ｺｰﾄﾞ変更

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ あずき/帯黄
白

ｶﾞﾚｺｰﾙ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 日本医薬品工業 胆道疾患治療剤 9106中止

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾍﾞｽﾄﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ
ｵｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃｵﾌｨﾘﾝ

200mg 日本新薬 冠循環改善剤 9506中止

N 裸錠 淡橙 有 ｱﾚｽﾃﾝ錠150mg ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 日本新薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾚｽﾃﾝ錠)

N 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾌﾟﾀｰｼﾞｽ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 日本医薬品工業 消化器機能異常治療剤 9211中止
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日本新薬 頻尿治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，商品

N K 腸溶錠 白 無 ｶﾘｸﾛﾓﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日医工 循環障害改善剤 0112ﾋｰﾄ変更
N 糖衣錠 白 無 ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾌｪﾀﾞﾉｰﾙ 12.5mg 日本新薬 中枢性鎮咳剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏
商品名記載 9704ﾋｰﾄｺｰ

N NIK 219 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｶﾘｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ25単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日医工 循環系調整剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾘｸﾛﾓﾝSｶﾌﾟ
ｾﾙ) 0406ﾋｰﾄ変更

N R d 裸錠 白 有 ﾗｼﾞｱﾐﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本新薬 降圧利尿剤 9811中止 9704ﾋｰﾄ記号

載(ｶﾀｶﾅ)
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠DB 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 080704収載

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日本新薬 脳循環改善剤 9904中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N YD 008 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｼﾞｬｽﾄ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 陽進堂-日医工 血管強化･止血剤 0603頃中止 0210本体ｺｰ
ﾄﾞ化

N Y G 裸錠 白 有 ｶﾞｽｵｰﾙ錠40mg｢陽進｣ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 陽進堂-日医工 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 0305本体刻印
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N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚｸﾄｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 日本新薬 血管拡張性β 1遮断薬 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 有 ｾﾚｸﾄｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 日本新薬 血管拡張性β 1遮断薬 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
0107割線入 9705ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ削除，表商品名記載(ｶ

N YD 020 裸錠 淡黄 有 ｷｿﾗﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 陽進堂-日医工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0612中止 0409本体刻印
N 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
橙 ｱﾝﾍﾟｸﾄ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本新薬 狭心症･高血圧治療剤 0702頃中止

N ｎ 231:15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

N 裸錠 白 無 ｶﾞｽﾛﾝN錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載

N ｎ 232:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

N 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛﾝN錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9702ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N 裸錠(楕円形) 青 無 ｱｽﾞﾉｰﾙST錠口腔用5mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
(外)

5mg 日本新薬 口腔内炎症治療剤-徐放
性挿入錠-

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾉｰﾙST)
0210ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 口
腔内挿入錠

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日医工 胃炎･胃潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾ

N 裸錠 白 無 ﾍﾟﾘｱｽ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 960705収載
N 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢日医工｣100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 日本医薬品工業 解毒剤 9105中止
N 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本新薬 前立腺肥大症･癌治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ錠)
N BUTAMIDE 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠250 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正

富山医薬品販売
N ｎ 251 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢日医

工｣
ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 日医工 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載

N ｎ 253 裸錠(十字割 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢日医 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 日医工 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
N 糖衣錠 白 無 ｸﾙｿﾞｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工

業
解熱鎮痛消炎剤 92中止

N 錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0911頃ﾋｰﾄ変更(表2追加
等) 070706収載

N 錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

091113収載

N 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本新薬 ACE阻害剤 0906ｺｰﾄﾞ変更
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾞﾚﾄﾘｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工

業
解毒剤 9603中止

N 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本新薬 ACE阻害剤 0903頃ｺｰﾄﾞ変更
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ錠SV50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 進化製薬-日本医薬品工

業
消化性潰瘍治療剤 9603中止

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 鈍緑/微褐 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ｢日医 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 日本医薬品工業 消化性潰瘍･胃炎治療剤 9106中止
N 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ

100mg｢東海｣
ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日医工 組織修復性消化性潰瘍・

胃炎治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS･
100)

N Y CB1 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 全星薬品工業-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0209ﾋｰﾄ表1mg

CB1）削除 011225承継
(三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

N n 271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠1mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 日本医薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0007中止 960705収載
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N n 272:2 裸錠 白 有 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0210ﾋｰﾄ変更，2mg追加，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
980710収載

N n 273：3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0402ﾋｰﾄ変更 960705収
載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 101119収載
N DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日本医薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9705販売
N ｎ 281 裸錠 白 有 ｺﾛﾋﾎﾟﾅﾘﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日医工 昇圧剤 1009中止 0706商品名変

更(前:ｺﾛﾋﾎﾟﾅﾘﾝ錠) 0402
本体刻印追加，ﾋｰﾄ変更

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/肌 ｺﾚﾝﾌﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日医工 膵胆道･尿路系鎮痙剤 旧品名(081219ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg｢日医工｣に
変更)

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/肌 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg｢
日医工｣

ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日医工 膵胆道･尿路系鎮痙剤 1010中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾚﾝ
ﾌﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ)

N 糖衣錠 青緑 無 ｺﾊﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本医薬品工業 抗不安剤 9207中止
N n 297 裸錠 白 有 ｺﾌﾉｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ

ｲﾄﾞ､吉富薬品
気道潤滑去痰剤 0202中止 930909販売

N n 297 裸錠 白 有 ｺﾌﾉｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日医工 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾌﾉｰﾙ錠)

N n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 970711収載 日医工のｺﾘ
ﾈｰﾙL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

N n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

N n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 日医工のｺﾘﾈｰﾙL錠
20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

N n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

N 糖衣錠 橙赤 無 ｺﾛﾅﾓｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日本医薬品工業 冠循環改善剤 0004中止
N N301 81mg 裸錠 淡橙 無 ｱｽﾌｧﾈｰﾄ錠81mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 中北薬品 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(01頃迄) 001124

収載
N N N301 81mg 裸錠 淡橙 無 ｱｽﾌｧﾈｰﾄ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 中北薬品 抗血小板剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾌｧﾈｰﾄ錠
81mg)

N n 301 糖衣錠 橙赤 無 ｺﾛﾅﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日医工 冠循環改善剤 04本体ｺｰﾄﾞ追加
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｸﾞﾘｺﾗﾝ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 日本新薬 経口糖尿病用剤 0801剤型変更(前:裸錠)

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘｺﾗﾝ錠)
0407製剤小型化

N 糖衣錠 白 無 ｺﾌﾀｰｼﾞｽ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 日本医薬品工業 去痰･粘膜正常化剤 9106中止
N ｎ 303 糖衣錠 白 無 ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 Ca拮抗性降圧剤 091113収載
N 裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日本新薬 消炎酵素剤 050610収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠)
N 裸錠 白 無 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日本医薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9304中止
N 裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(30mg) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日本新薬 消炎酵素剤 0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏

商品名記載 9702ﾋｰﾄ記
号削除

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医
工｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
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N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄緑/ｸﾘｰﾑ ﾍｷｻﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 日本新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍｷｻﾄﾛﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，
裏商品名記載 9611ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ削除

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

N n 308 糖衣錠 白 無 ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 Ca拮抗性降圧剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠)

N 裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(50mg) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 50mg 日本新薬 消炎酵素剤 0203ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

N n 309 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻｸﾍﾞﾙｺｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 日医工 高脂血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｸﾍﾞﾙｺｰﾄ錠)
0205ﾋｰﾄ変更(250mg追

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｴﾅﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ(5mg) ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本新薬 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ製剤 9802中止
N ｎ 311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢日

医工｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｴﾅﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ(10mg) ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本新薬 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ製剤 0212中止 9610ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

N ｎ 312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
日医工｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

N n 313 裸錠 白 無 ｻｸｺﾙﾁﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾃﾐﾝ
配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｸｺﾙﾁﾝ錠)

N ｎ 314:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢日医工｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日医工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

N ｎ 315:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢日医工｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日医工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

N 糖衣錠 白 無 C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂-日医工 鎮痙剤 旧品名(100528ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟ
ﾗﾐﾝ臭化物錠10mg｢YD｣
に変更) 陽進堂，日本ｼﾞｪ
ﾈﾘｯｸとﾋｰﾄ異なる

N 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠
10mg｢YD｣

臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂-日医工 鎮痙剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠)
陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸと
ﾋｰﾄ異なる

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 日本医薬品工業 脳循環障害治療剤 9109中止
N 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝS錠｢日医工｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本医薬品工業 脳循環障害治療剤 9211中止
N 裸錠 淡ﾋﾟﾝｸ 有 ｼｪﾋﾞﾄﾗﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 日本医薬品工業 降圧利尿剤 9211中止
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～黄橙 無 ｼｰｺﾚﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本医薬品工業 消炎鎮痛剤 9910中止 9103変更
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/帯黄白 ｼﾝｷﾉﾝ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本医薬品工業 代謝性強心剤 9812中止 9008記号変更
N ｎ 335:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 日医工 統合失調症治療剤 101119収載
N 裸錠 黄橙 有 ｼﾝｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本医薬品工業 代謝性強心剤 9304中止
N 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟｽﾓﾊﾟﾝ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本医薬品工業 鎮痙剤 9303中止
N n SU50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0305ﾋｰﾄ表50mg追加，裏

ｶﾀｶﾅ記載など
N n 343 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾌﾟﾗﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0303本体刻印追加
N 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾌﾟﾛﾌｪﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9105中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ｢日医工｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本医薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 9108中止
N n 356 裸錠 白 無 ｽﾄﾛｰｸ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日医工 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0605頃中止 0206ﾋｰﾄ変

更(記号裏から表へ)
900713収載

N 糖衣錠 白 無 ｽﾘｰﾀﾞｸﾆﾝ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工
業

去痰･気道粘膜正常化剤 92中止

N 糖衣錠 淡赤橙 無 ｾﾅﾝ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 7.2mg 日本医薬品工業 緩下剤 9303中止
N n 363 裸錠 白 有 ｾｷﾛｲﾄﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｷﾛｲﾄﾞ錠)
920710収載
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N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｷｼｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0712迄)，商品名
変更に伴い(新：ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣)
0306ﾋｰﾄ変更

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1011中止 0712商品名変
更(前:ｾｷｼｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ)

N 糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

陽進堂-日医工 緩下剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾙ錠) 陽
進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸとﾋｰﾄ
異なる

N n 369 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 日医工 抗ﾘｳﾏﾁ剤 990709収載
N n 373 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾃｰﾄ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
N n 374 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾃｰﾄ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日医工 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
N n 375 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾟﾛﾌﾞﾛｯｸ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 日医工 血管拡張性β 1遮断薬 0302ﾋｰﾄ変更 000707収

載 ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ
N n 376 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾟﾛﾌﾞﾛｯｸ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 日医工 血管拡張性β 1遮断薬 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
N ｎ 377 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠75mg｢日医工｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
091113収載

N ｎ 378 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢日医工｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA20mg) 0303ﾋｰﾄ変更

N
SAL

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品

持続性Ca拮抗剤 0203中止 970908販売

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA40mg)

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 日本新薬 前立腺癌治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

N 裸錠 白 無 ｱﾑﾉﾚｲｸ錠2mg ﾀﾐﾊﾞﾛﾃﾝ 2mg 東光薬品工業-日本新薬 再発・難治性急性骨髄球
白血病治療剤

050603収載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｲ･ﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ 日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 0901中止 0310本体ｺｰﾄﾞ
追加

N 裸錠 白 無 ﾀﾛｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日本医薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9503中止
N 糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂-日本医薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9503中止
N ZE 11 裸錠 白 有 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠

100mg｢ZE｣
ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解

剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｷｺｰﾙ錠)

N ZE 11 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 深在性真菌症治療剤 旧品名，0311品名変更，
ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50へ
030704収載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工 深在性真菌症治療剤 旧品名，0311品名変更，
ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50へ
030704収載

N n 420 裸錠 白 有 ﾁﾞｱﾍﾞﾄｰｽ錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 日医工 糖尿病治療剤 1101中止 0612商品名変
更(前:ﾁﾞｱﾍﾞﾄｰｽ1号) 0407
ﾋｰﾄ変更 0401本体刻印，
ﾋｰﾄ変更

N 糖衣錠 濃桃 無 ﾁﾞｯｸｽS･S ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9106中止
N Tu DS･150  Tu DS･150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾄﾞﾙｾﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 辰巳化学-日医工 H2受容体拮抗剤 020705収載
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N 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 日医工 免疫抑制剤 050708収載

N 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 日医工 免疫抑制剤 050708収載

N 糖衣錠 微紅 無 ﾃﾝﾀﾞﾘﾝ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 日本医薬品工業 過敏大腸症治療剤 9303中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 98頃中止 ﾋｰﾄYD385のも

のを販売している
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾙﾍﾟﾅｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日本医薬品工業 胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 銀白 無 ﾄﾁｭｰﾏﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 日本医薬品工業 植物性軟部腫脹治療剤 9212中止
N CF 裸錠 淡黄 無 ﾄﾉﾁﾘﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 進化製薬-日本医薬品工

業
抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 92中止

N 糖衣錠 青～淡青 無 ﾄﾗﾋﾟｲ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日本医薬品工業 循環機能改善剤 9202中止
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞｬｽﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 陽進堂-日本医薬品工業 循環機能改善剤 9907中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透

明
ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂-日医工 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

N n 489 裸錠 青～淡青 有 ﾄﾘﾑ錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本医薬品工業 催眠導入剤 9407中止 920710収載
N BUTAMIDE 0.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠500 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正

富山医薬品販売
N 糖衣錠 橙 無 ﾅﾊﾞﾄｰﾙ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 進化製薬-日本医薬品工

業
ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 92中止

N ｎ 503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載
N n 511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾙｵﾌ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
N n 512 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾙｵﾌ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
N n 513 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日医工･日本薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
020705収載

N n 514 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ﾆﾁｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 日医工 抗血小板剤 050708収載

N ｎ 517 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾛｷﾉﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg（ｼﾌﾟﾛ
ﾌﾛｷｻｼﾝとし

日医工 広範囲経口抗菌剤 0410ﾋｰﾄ変更 020705収
載

N n 521 裸錠 白 有 ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ「ﾅｶﾞヰ」錠25mg 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 25mg 日医工 気管支拡張・鎮咳剤 0902ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前：大日本
住友製薬) ﾊﾞﾗのみ

N KK 331 裸錠 白 無 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 0406中止0401ﾋｰﾄ変更
990709収載

N KK 332 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(日医工へ)

N n 523 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 日医工 狭心症治療剤 0701本体ｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(小林薬学工業よ

N n 524 裸錠 白 有 ﾆﾁｶｲﾝ錠100mg ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉｱｾﾁﾙｱﾐﾉ安
息香酸ｴﾁﾙ

100mg 日医工 胃粘膜局麻剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁｶｲﾝ錠)

N n 525 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg｢日医工」 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 日医工 抗てんかん剤 110301収載(商品名変
更，前:ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg大
日本)，製造販売元変更
に伴い(前:大日本住友製

N n NT5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 970711収載
N n NT10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 0211ﾋｰﾄ変更，10mg追

加，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 970711収載

N n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ
ｲﾄﾞ･吉富薬品

抗血小板剤 0108中止 970908販売

N n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日医工 抗血小板剤 0612商品名変更(前:ﾆﾁｽ
ﾃｰﾄ錠) 0208ﾋｰﾄ変更
900713収載
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N n531 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 日医工 抗菌性化学療法剤 0902ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前：大日本
住友製薬)

N ｎ 532 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾄﾞｰﾊﾟ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 日医工 高血圧治療剤 1012中止 0606商品名変
更(前:ﾆﾁﾄﾞｰﾊﾟ錠) 0303本
体ｺｰﾄﾞ刻印，ﾋｰﾄ変更
9003記号追加

N n 533:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｶﾞﾚﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-全星薬品
工業，全星薬品，日医工

持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

N n 534 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｶﾞﾚﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-全星薬品
工業，全星薬品，日医工

持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 十字割線

N NMB 41 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

N 糖衣錠 橙 無 ﾆﾁﾋﾞﾀE錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9107中止
N 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ(陽進) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 0601中止

N ｎ 537:1.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 日医工 経口血糖降下剤 101119収載
N 裸錠(長円形) 帯黄白～黄

白
有 ﾄﾗｺﾅ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

N 糖衣錠 淡緑 無 ﾆﾁﾏﾘﾝ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本医薬品工業 不整脈治療剤 9201中止
N n 541 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾏﾛﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日医工 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆﾁﾏﾛﾝ錠)
N NMB 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造

販売元変更に伴い
N NMB 45 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造

販売元変更に伴い
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾁﾚｰﾄRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本医薬品工業 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ製剤 9312中止 900713収載
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾎﾟﾗｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 日医工 喘息治療剤 0102時点で未取扱

990709収載
N ｎ 550 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢日医 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日医工 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
N ｎ 551:2.5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
薄橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢日

医工｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
日医工 持続性Ca拮抗薬 091113収載

N ｎ 552:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢日医
工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 091113収載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾆﾁEﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日医工 微小循環改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁEﾈｰﾄｶﾌﾟｾ

N ｎ 555:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢日医
工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

N 裸錠 白～淡黄 有 ﾆﾁｾﾙﾋﾟﾝS錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9209中止
N ｎ 557 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢日医工｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
日医工 持続性Ca拮抗薬 080704収載 十字割線

N ｎ 564 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(徐放
性)

白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠100mg｢
日医工｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日医工 高脂血症治療剤 081107収載

N DI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗めまい剤 92中止

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢日医工｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 日医工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

N n 571 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾆﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日医工 筋緊張緩和剤 0210ﾋｰﾄ変更，1mg追加，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
980710収載

N n 574:5 裸錠 白 無 ﾍﾙﾊﾟﾐﾝ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 日医工 心機能改善薬 010706収載
N n 575 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾐﾝ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 日医工 心機能改善薬 010706収載
N n 577 徐放錠（ﾌｨﾙﾑ

ｺｰﾄ）
白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢

日医工｣
ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日医工 高脂血症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾚｰﾄ
SR錠200mg)
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N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｲﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日本医薬品工業 情動調整剤 9211中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉｲﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日医工 解熱鎮痛消炎剤 旧品名(080620ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪ

ﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢日医工｣に
変更)

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
日医工｣

ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾ

N n 588 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾉｲｽｵｰﾗ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日本医薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
N n 590 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止
N S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg 日医工 徐放性鉄剤 旧品名(090925規格単位

が鉄100ｍｇに変更された
ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100ｍｇに変

N
100mg(鉄100mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾏﾙ酸第一鉄 100mg(鉄とし
て)

日医工 徐放性鉄剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾ
ﾙ)，規格単位が鉄100mg
に変更

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾ
ﾙ25

日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰ
ﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾﾙ)

N 裸錠 白 無 ｻﾝﾄﾆﾝ錠(日本新薬) ｻﾝﾄﾆﾝ 20mg 日本新薬 回虫駆除薬 0307中止 9803ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾊｲﾁﾞｳﾚｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ､ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 日本医薬品工業 降圧利尿剤 9204中止
N Dz 100 裸錠 白 無 ﾀﾞｲｱｼﾞｯﾄﾞ錠(100mg) ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 日本新薬 結核療法剤 0411中止 9711ﾋｰﾄ変更，

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾘｾﾞﾘｰﾄ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 進化製薬-日本医薬品工

業
潰瘍治療剤 92中止

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ﾊｲﾆﾁｺﾊﾞ錠 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9211中止
N n 622 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢日医工｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日医工 頻脈・高血圧・狭心症治

療剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙN錠)

N 腸溶性糖衣錠 黄 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 陽進堂-日医工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0801中止 0309ﾋｰﾄ変更
N 糖衣錠 橙 無 ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg｢ｲｾｲ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg ｲｾｲ-日医工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 ｲｾｲとﾋｰﾄ異なる
N n 648

648 2.5
裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本医薬品工業-吉富製

薬
経口血糖降下剤 0007中止 930909販売

N n 648:2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日医工 経口血糖降下剤 1103本体ｺｰﾄﾞ2.5追加
N

500mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0603頃中止 0309ﾋｰﾄ変

更 9210ﾋｰﾄ変更
N 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢日医工｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 日本医薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9503中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｪﾝﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾝﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ
N 糖衣錠 白 無 ﾌｪﾝﾗｰｾﾞA 日本医薬品工業 消化酵素製剤 9107中止
N ｎ 659 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞﾈｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日医工 頻尿治療剤 0806商品名変更(前:ﾌﾗﾎﾞ

ﾈｰﾄ錠)
N RB 裸錠 淡褐黄 無 ﾌﾗﾌﾞﾁﾙ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 進化製薬-日本医薬品工

業
脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 92中止

N ｎ 665 裸錠 白 有 ﾍﾙﾂﾍﾞｰｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日医工 狭心症・不整脈・高血圧
治療剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾙﾂﾍﾞｰｽ)
0312本体ｺｰﾄﾞ追加 0104
再販売

N 6 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗めまい剤 9603中止

N 裸錠 白 有 ﾎﾓﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 92中止

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾏﾙﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ﾌﾏﾙ
ﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ)

N n 691 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 日医工 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0305ﾋｰﾄ変更 990709収
N n 693 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日医工 睡眠導入剤 990709収載
N ｎ 701 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠

0.1mg｢日医工｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
101119収載

296 / 404 ページ



N ｎ 702 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢日医工｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

N 裸錠 白 有 ﾏｲｺｰﾋｽ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 日本医薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9104中止
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾗｷｼﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業 抗痙縮剤 9212中止
N n 706 裸錠 白 無 ﾐｸﾞﾘﾌｪﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日医工 起立性低血圧･血管性頭

痛治療剤
0607中止 0308本体ｺｰﾄﾞ
刻印，ﾋｰﾄ変更 9103変更

N n 710 裸錠（長円形） 淡紫 無 ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 日医工 睡眠導入剤 090515収載
N n 711 裸錠（長円形） 青～淡青 有 ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日医工 睡眠導入剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠)
0405ﾋｰﾄｻｲｽﾞ等変更
0203ﾋｰﾄ商品名記載

N ｎ 713:20 裸錠 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠20mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg 日医工 持続性ACE阻害剤 091113収載
N KYK 350 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢

KOBA｣
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

N n 717 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 有 ﾆﾊﾞﾃﾞｨｯﾌﾟ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日医工 Ca拮抗剤 020705収載
N ｎ 720 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠

75mg｢日医工｣
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 日医工 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

N ｎ 721 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢日医工｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 日医工 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

N n 722 μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 日医工 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

020705収載 日本ｹﾐﾌｧ販
売品とﾋｰﾄ異なる

N n 722 n722 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 日医工-日本ｹﾐﾌｧ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

020705収載 日医工販売
品とﾋｰﾄ異なる

N n 723 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷﾗｲﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 日医工 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

050708収載

N n 725:2 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠2mg｢日医
工｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604発売 060220収載，
承継に伴い(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製
薬より，旧商品名:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg｢JD｣)

N n 727:4 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠4mg｢日医
工｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604発売 060220収載，
承継に伴い(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製
薬より，旧商品名:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg｢JD｣)

N ｎ 730:5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
N n 731：10 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
N n 732：20 裸錠 薄橙 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
N YD 448 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0808中止 陽進堂とﾋｰﾄ異

なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

N YD 449 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0807中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

N n 735 裸錠（十字割
線）

白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日医工 血圧降下剤 040709収載

N n 737 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日医工 血圧降下剤 040709収載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 深在性真菌症治療剤 0708頃承継(小林薬学工
業より)

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 深在性真菌症治療剤 0708頃承継(小林薬学工
業より)

N n 748 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0611迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同
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N n 748 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

日医工のﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗ
ﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰﾄﾞ
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

N n 749 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

N n 749 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

日医工のﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟ
ﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰ
ﾄﾞと本体ｺｰﾄﾞ同じ

N n 750 μ g:40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 日医工 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

040709収載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日医工 不整脈治療剤 99ｺｰﾄﾞ変更(ﾀﾞｲﾄより承
継)，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

N
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日医工 不整脈治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（100mg追
加等） 99ｺｰﾄﾞ変更(ﾀﾞｲﾄよ
り承継)，ﾋｰﾄ表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

N n 753:2.5 裸錠 白 無 ﾒｲﾝﾊｰﾂ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 日医工･共和薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0406ﾋｰﾄ変更 010706収
N n 754 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾊｰﾂ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日医工･共和薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載
N ｎ 766 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢日医
工｣

ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日医工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090515収載

N 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠｢日医工｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 日本医薬品工業 末梢性神経障害治療剤 9301中止
N n 767 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢日医工｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載 十字割線
N n 768:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢日医工｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
N n 769 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾆﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工 心臓選択性β 遮断剤 0612商品名変更(前:ﾒﾁﾆ

ﾝ錠)
N n 770 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾆﾝ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工 心臓選択性β 遮断剤 0905発売
N n 771 裸錠 白 無 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日医工 Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ錠)
N n 772 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

錠）
白 無 ｵﾒﾗｯﾌﾟ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

N n 773 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白 無 ｵﾒﾗｯﾌﾟ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

N ｎ 774 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80mg｢日医
工｣

ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 050610収載，商品名変更
に伴い(前:ｿﾚｯﾄ錠80)

N ｎ 774 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚｯﾄ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 旧品名(050610迄)，品名
変更(新：ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
80mg「日医工」)

N n 775：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾅﾍﾞﾘﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 日医工 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
N n 776：20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾅﾍﾞﾘﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 日医工 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
N n 777 裸錠 極薄紅 有 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠)
N ｎ 781 裸錠(徐放性) 白 有 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 日医工 Ca拮抗剤 091113収載
N n MOXO 裸錠 白 無 ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠100mg ﾌﾟﾛｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 強心剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠)
N 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢

YD｣
ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 陽進堂-日医工 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2

剤
1006中止 070706収載 陽
進堂，沢井製薬のものと
ﾋｰﾄ異なる

N 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢日
医工｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 日医工 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

080704収載

N KYK 354 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)
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N KYK 355 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

N KYK 356 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg
「KOBA」

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

N n 748 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0611迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

N n 797 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

N n 749 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

N n 798 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

N n 803：0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢日医工｣に変更)
050708収載

N n 803：0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢日医
工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠
0.2)

N n 804：0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢日医工｣に変更)
050708収載

N n 804：0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢日医
工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠
0.3)

N ｎ 820:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢日
医工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

N ｎ 821:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢日
医工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

N P F:U 200 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
200mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

N P F:U 400 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠400 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
400mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

N PF:U 100 徐放錠 白 無 ﾕﾆｺﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 1日1回型ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
100mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

N YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
陽進堂のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ

N YD 051 裸錠 白 無 ﾖｳｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠250mg｢YD｣) 陽進
堂のものとﾋｰﾄ異なる 三
恵のｹｲｻﾐﾝ錠250mgと本
体ｺｰﾄﾞ同じ

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ色 ﾖｳｸﾛﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 陽進堂-日本医薬品工業 胆道疾患治療剤 9908中止
N YD 063 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂-日医工 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 02～04本体ｺｰﾄﾞ化
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N 糖衣錠 赤 無 陽進ﾋﾞﾀE錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 陽進堂-日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 1001中止
N 糖衣錠 類白 無 ﾖｳﾌｧﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 陽進堂-日本医薬品工業 抗めまい剤 9907中止
N YD 014 徐放性錠剤 白 無 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠)
陽進堂とﾋｰﾄ異なる

N 糖衣錠 黄 無 ﾖｳﾚﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 陽進堂-日本医薬品工業 脳微小循環改善剤 9909中止
N YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂-日医工 代謝性強心剤 1003中止 0210本体ｺｰﾄﾞ

化 陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
とﾋｰﾄ異なる

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾖｳﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂-日医工 精神安定･抗潰瘍剤 1005中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾖｳﾏ
ﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)，ﾋｰﾄ表
50mg追加 陽進堂とﾋｰﾄ

N 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾋﾞﾀﾝ ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg 陽進堂・日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤
N YD 861 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾌｪﾘﾝ錠 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 陽進堂-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
1006中止 0601本体ｺｰﾄﾞ
追加 陽進堂販売のもの
とﾋｰﾄ異なる

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙色 ﾖｳﾌｪﾘﾝ250 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 陽進堂-日本医薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

9708中止

N 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂-日医工 虚血性心疾患治療剤 10頃中止
N ｎ 890:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢日医工｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日医工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

N ｎ 891:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢日医工｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日医工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

N ｎ 892 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢日医工｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

N ｎ 893 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢日医工｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

N ｎ 894 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

N ｎ 895 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

N ｎ 896 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

N 糖衣錠 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC錠｢日医工｣ ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 日本医薬品工業 強心剤 9104中止
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 日本医薬品工業 鎮痛消炎剤 9304中止
N n 902 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾀｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
日医工 H2受容体拮抗剤 010706収載

N n 905 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾀｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

日医工 H2受容体拮抗剤 010706収載

N ｎ 906:50 裸錠 白～微黄白 無 ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日医工 高尿酸血症治療剤 101119収載
N NA 250 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬-日本医薬品工

業
合成抗菌剤 92中止

N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｳﾏﾋﾟﾘﾝ 日本医薬品工業 解熱鎮痛剤 9107中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
N 裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日本医薬品工業 消炎酵素剤 89中止
N ｎ 927 裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日医工 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾁｰﾑ30)
N n 929 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｵﾌ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害

剤（高脂血症治療剤）
030704収載

N n 930 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟｵﾌ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

050708収載

N n 931 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 日医工 統合失調症治療剤 070706収載
N n 933 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 日医工 統合失調症治療剤 070706収載
N KK 351 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ)
030704収載
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N n 936 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

N n 937 裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 日医工 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤 0908商品名変更(前:ﾘﾁｰ
ﾑ90)

N 腸溶錠 白～微黄白 無 ﾘﾎﾟﾌｪﾛｰﾙ300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 日本医薬品工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9211中止
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾘﾎﾟｰﾙ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 日本医薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
N ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｨｰﾌｪﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9304中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅

(微紅帯)
ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ

0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

N μ g:0.5 0.5μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(淡紅帯)

ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾙﾌｧ
ｶﾌﾟｾﾙ0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
1.0μ g(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

N μ g:1μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(淡紅帯)

ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾙﾌｧ
ｶﾌﾟｾﾙ1.0(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

N n 947 糖衣錠 白 無 ﾘﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日医工 筋緊張改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠)

N μ g:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 日医工 Ca･骨代謝改善剤 1005発売
N ｎ 952 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢日

医工｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

日医工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

N 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢日医工｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9104中止
N 糖衣錠 灰 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢日医工｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9211中止
N n 967

967
裸錠(長円形) 白～微黄 無 ﾚｺﾙｸ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本医薬品工業-吉富製

薬
前立腺肥大症･癌治療剤 0012中止 930909販売

N n 967 裸錠 白 無 ﾚｺﾙｸ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日医工 前立腺肥大症･癌治療剤 1009色変更(前:白～微
黄) 0908商品名変更(前:ﾚ
ｺﾙｸ錠)

N n 974 裸錠 薄桃 無 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0301ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

N n 975 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0211ﾋｰﾄ5mg追加 000707
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

N n 976 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0405ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 肌/肌 ﾛｲﾋｰﾙS ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾛｲｾﾙﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日医工 鎮痙･鎮痛剤 1010中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ﾛｲｾ
ﾙﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ)

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅 ﾛﾊﾞﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日本医薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ﾃﾞｰﾀ，0104本体ﾋｰﾄ記
号変更(984→0984)
900713収載

N 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅 ﾛﾊﾞﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0607中止 0104本体変更
N n 984 裸錠 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 持続性ACE阻害剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
N YD 039 裸錠 微紅 有 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日本医薬品工業 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 陽進堂

のﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg(ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

Ｎ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS･100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日医工 組織修復性消化性潰瘍・
胃炎治療剤

旧品名(090925ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ
ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢東海｣
に変更) 0704承継(日医
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Ｎ ｎ 515 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾛｷﾉﾝ錠100 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg（ｼﾌﾟﾛ
ﾌﾛｷｻｼﾝとし

日医工 広範囲経口抗菌剤（ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ剤）

020705収載

NA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠100mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 100mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 0106ﾋｰﾄ表
100mg追加 97ﾋｰﾄ裏変更
(NA100削除)

NA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠200mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 010907収載(商
品名の変更 前:ﾅﾊﾟﾉｰﾙ

NA NA250 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9403中止

NA NA 250 NA250 629 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで)
NA NA 250 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬-日本医薬品工

業
合成抗菌剤 92中止

NA NA 250 NA250 624SV 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 9603中止 95変更
NA NA500 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9510中止

NA KY 04 NS500 裸錠 微黄～淡黄 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢科薬｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 科薬 合成抗菌剤 8909中止
NA NA 500 NA500 629SV 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 進化製薬 合成抗菌剤 9603中止
NAC 糖衣錠 黄 無 ｱｽﾛｽC 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 日清製薬 気道粘液疾患治療剤 8912中止
NAD 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡黄 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製

薬，日本ｹﾐﾌｧ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継

に伴い(日本薬品工業へ)
NAD 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
白 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製

薬，日本ｹﾐﾌｧ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継

に伴い(日本薬品工業へ)
NAD 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡赤 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製

薬，日本ｹﾐﾌｧ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継

に伴い(日本薬品工業へ)
NAD 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

NAD 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

NAG NAG100mg 糖衣錠 白 無 ﾅｷﾞﾌｪﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤 0612中止
NAGD NAG-D:IC-496 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｷﾞﾌｪﾝD ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg ｲｾｲ 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
NAI NAI:MECT KI-2222 裸錠 白 有 ﾅｲｺﾁﾝ錠 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ

ﾙﾌｧﾝ
15mg ﾒｸﾄ 鎮咳剤 9802中止

NAJ 糖衣錠 青緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日清製薬 不整脈治療剤 9501中止
NAL 裸錠 白 有 ｱｰﾚﾙ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9909中止 9604社名変更
NARISLONC
AP.

NARISLON CAP. 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 三友薬品 合成抗菌剤 0009中止

NARISLONC
APSULES

NARISLON CAPSULES 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 長生堂製薬 合成抗菌剤 9509中止

NAT NAT 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾅﾄﾌｪﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日清製粉-東京田辺製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 9508中止

NAV CG 111 NAV:CG 111 裸錠 白 有 ﾅﾋﾞﾄﾞﾚｯｸｽ錠 ｼｸﾛﾍﾟﾝﾁｱｼﾞﾄﾞ 0.25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

利尿･降圧剤 9912中止 9711ﾋｰﾄ裏変
更(NAV削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

NAXAL KL213 耳:NAXAL 裸錠 白 有 ﾅｷｻｰﾙ錠 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 解熱鎮痛消炎剤 9202中止
NB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
NB Tu NB-010 糖衣錠 白 無 ﾈﾌﾞｽﾝ錠10mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 辰巳化学 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0911中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ﾈﾌﾞ
ｽﾝ錠)

NB Tu NB-020 糖衣錠 白 無 ﾈﾌﾞｽﾝ錠｢20｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 辰巳化学 抗不安剤 96中止
NB FCI-101 耳:NB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾈﾍﾞﾙｸｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富士化学工業 抗悪性腫瘍剤 9801中止
NBD S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｸﾀﾞｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 本草製薬 広範囲抗菌剤 04頃中止 980212承認
NBF NF NF 裸錠 極薄紅 有 ﾉﾌﾞﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
NBS 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺｰﾄ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日清製薬 鎮痙剤 9508中止
NBT 裸錠 黄 有 ﾅﾌﾞﾛﾐﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg わかもと製薬 代謝性心疾患治療剤 0105中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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NC Tw NC Tw.NC 裸錠 白 有 ﾆｺﾓｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 東和薬品 脂質代謝･末梢血行改善
剤

NC SW-NC 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾀ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 沢井製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

92中止

NC NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0112
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

NC NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
NC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ安中散ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載

9410頃変更
NC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ

ｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載

9410頃変更
NC TKS 258 TKS258 25mg:25mg 裸錠 白 無 ﾅｰｶﾘｼﾝ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，

興和ﾃﾊﾞ
尿酸排泄薬 1001販売元変更(前:興

和，興和創薬)
NC TKS 257 TKS257 50mg:50mg 裸錠 白 有 ﾅｰｶﾘｼﾝ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，

興和ﾃﾊﾞ
尿酸排泄薬 1001販売元変更(前:興

和，興和創薬)
NC Tu NC Tu NC-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾅﾙｺﾙﾄ錠｢100｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 辰巳化学 循環機能改善剤 0706中止
NC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ

ｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載

9410頃変更
NC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ

ｽｶﾌﾟｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載

9410頃変更
NC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃緑/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ茵ちん蒿湯ｴｷｽｶﾌﾟ

ｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載

9410頃変更
NC NC200 200mg：200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄橙 ﾆｺ200ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 堀井薬品工業-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ

ﾏ
脂質代謝･血行障害改善
剤

0404製造元社名変更
(前：東亜医薬品工業)

NC NC NC 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾙｺｼﾞﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 岩城製薬 広範囲経口抗菌剤 0510中止 0501ﾋｰﾄ変更，
裏IW削除等

NCA NC A50 NCA50:50 NCA50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 高尿酸血症治療剤 101119収載
NCCE NC CE NCCE：100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾙﾊﾞﾝ錠100 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 0110錠剤形状変更，割線

入
NCCE NC CE NCCE：100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾙﾊﾞﾝ錠100 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 0110錠剤形状変更，割線

入
NCCF NC CF NCCF：50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾝ錠50 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 9710ﾃﾞｻﾞｲﾝ変更等

950526収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NCCF NC CF NCCF：50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾝ錠50 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 9710ﾃﾞｻﾞｲﾝ変更等
950526収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NCCG NC CG NCCG：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 25mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 9710ﾃﾞｻﾞｲﾝ変更等
950526収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NCCG NC CG NCCG：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾞﾊﾞﾝﾄﾛｰﾙ 25mg 日本ｹﾐﾌｧ・鳥居薬品 α １β １遮断剤 9710ﾃﾞｻﾞｲﾝ変更等
950526収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NCDL RDS L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

NCDL PTD L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更

NCDL RDS L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

NCDL PTD L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更

NCH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾛｽ錠 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 日清製薬 消炎鎮痛剤 9004中止
NCI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻｸﾗｰﾄ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 日清製薬 脳･末梢血流改善剤 9601中止
NCL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾙｷﾞｰ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 鎮痛･抗炎症剤 9902中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更
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NCLB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

経口蛋白分解酵素阻害
剤

9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

NCM NC M5 NCM5:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
NCM NC M10 NCM10:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
NCN NCN-10 135 裸錠 黄 有 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 9002中止 薬価削除
NCP NCP 33E:100 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢ｹﾐﾌｧ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

NCP NCP 33D 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

NCP NCP 232D 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
NCP NCP 239 250mg NCP239:250 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

NCPA NCP 122A NCP122A：200 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾝﾄｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日本ｹﾐﾌｧ 有痛性痙縮治療剤 0806中止 9701ﾋｰﾄ変更

NCPA 糖衣錠 淡青 無 ｷﾞﾙﾘﾄﾏｰﾙ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 9501中止
NCPA 糖衣錠 白 無 ﾗﾎﾞﾌﾟｰﾙ錠 日本ｹﾐﾌｧ 血圧降下剤 9503中止
NCPA NCP 217A 糖衣錠 桃 無 ｻｲﾉｼﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 日本ｹﾐﾌｧ 虚血性心疾患治療剤 9501中止
NCPA NCP 222A NCP222A：100 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲｴｰｽ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 去痰剤 0803中止 9611ﾋｰﾄ変更

NCPA NCP 394A NCP394A：100 裸錠 白 有 ｱﾝｼﾞｰﾌ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 高尿酸血症治療剤 0706本体ｺｰﾄﾞ追加
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝｼﾞｰﾌ)

NCPA NCP395A 糖衣錠 緑 無 ﾊﾟｲﾈｼﾝ錠 日本ｹﾐﾌｧ 消炎酵素剤
削除)，裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

NCPB S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(正八
角形)

白 無 ｽﾊﾟｽﾄﾝ錠 臭化ｼﾞﾎﾟﾆｳﾑ 15mg 日本ｹﾐﾌｧ 痙攣性疼痛緩解剤 9305中止

NCPB NCP 124B NCP124B：100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾉﾊﾟﾄｰﾙ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 中枢性筋弛緩剤 0803中止 9708ﾋｰﾄ変更

NCPB NCP 214B NCP214B 糖衣錠 白 無 ｾﾙｼﾅﾐﾝS錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日本ｹﾐﾌｧ 血圧降下剤 0203中止 9611ﾋｰﾄ変更

(ｶﾀｶﾅ)等
NCPB NCP217B：5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
赤 ﾐﾙﾌｧｼﾞﾝ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0803中止

NCPE NCP 114E NCP114E：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｿﾌｧﾘﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾌｧﾘﾝ) 9701

NCPE NCP 217E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾆｼﾞﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 虚血性心疾患･脳血管障
害治療剤

9712中止

NCPEA NCP EA NCPEA 5mg:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

NCPEB NCP EB NCPEB 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

NCPEC NCP EC NCPEC 5mg:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

NCPED NCP ED NCPED 10mg:10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

NCPL NCP 114L NCP114L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾋﾟﾛｶﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 0107中止 9704ﾋｰﾄ変更

(ｶﾀｶﾅ)等
NCPN NCP 114N NCP114N：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚﾄﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日本ｹﾐﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･消炎剤 9609ﾋｰﾄ裏記号削除，商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)等
930827収載

NCPU NCP U NCP-U ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｳﾗﾘｯﾄ配合錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ

231.5mg，
195mg

日本ｹﾐﾌｧ ｱﾙｶﾘ化療法剤-酸性尿・
ｱｼﾄﾞｰｼｽ改善-

1009剤型変更(前:裸錠)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾗﾘｯﾄ錠)
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NCR NC R10 NCR10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢ｹﾐﾌｧ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

NCR NC R20 NCR20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢ｹﾐﾌｧ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

NCRL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

徐放性不整脈治療剤 9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

NCT NCT250 DOJ 裸錠 白 無 ﾉｲｾﾅﾐﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 同仁医薬化工 血圧降下剤 中止
NCTD YT N1 YT-N1:YT-N1 NCT-D 口腔内崩壊錠 白 有 ﾉｸﾀﾝD錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東亜薬品-山之内製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 990315承

認 9907販売
ND Tu ND Tu ND-001 糖衣錠 白 無 ﾅｼﾝﾄﾞﾚﾝ錠1mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 1mg 辰巳化学 持続性非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧

剤
0705中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾅｼﾝ
ﾄﾞﾚﾝ錠)

ND ND 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ND ND 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ND NA250 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9403中止

ND NA500 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9510中止

NDM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9807ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

NDM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9901ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

NDP 裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ

NDS 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

微黄赤～淡
黄赤

ﾃﾞｶｿﾌﾄ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬

代謝性強心剤 旧ｺｰﾄﾞ(0512頃迄) 0107
製造元社名変更(前:日清
製粉)

NDTL LA 20 NDT L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｶｼﾞﾙｽL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 040709収載
NDTL LA 40 NDT L40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｶｼﾞﾙｽL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 040709収載
NE CH 裸錠 白 有 ﾈｵｽﾗﾝﾄ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 長生堂製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 920710収載
NE Tw.NE  Tw.NE Tw.NE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾊﾞﾅｰﾙNｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 微小循環系賦活剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞﾅｰﾙN100)
NE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

NE S 5 SW-NE 裸錠 白 有 ﾈﾙﾒｰﾄ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 睡眠誘発剤，抗痙攣剤 9409中止
NE TKS 11 TKS11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈﾘｵｼﾞﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
解熱消炎剤 9910中止 9902ﾋｰﾄ変更

(NE削除)，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

NE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 NEｺﾀﾆ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 末梢循環･脂質代謝改善
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0308迄) 9710ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604社名変更

NE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/黄 NEｺﾀﾆ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 末梢循環･脂質代謝改善
剤

0811頃中止 0806承継(日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬より)

NE EISAI NE100 裸錠 白 有 ﾈｵﾌｨﾘﾝ錠100mg ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 強心･喘息治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾌｨﾘﾝ錠)

NE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，東洋ｶﾌﾟｾﾙ

末梢循環･脂質代謝改善
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512頃迄)，承継
に伴い(東洋ｶﾌﾟｾﾙへ)
0107製造元社名変更(前:
日清製粉)
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NE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

末梢循環･脂質代謝改善
剤

0806販売元変更(前:日清
ｷｮｰﾘﾝ製薬) 東洋ｶﾌﾟｾ
ﾙ，興和ﾃﾊﾞとｺｰﾄﾞ異なる

NE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾉｲｴﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍
治療剤

1010製造販売元変更(前:
第一三共)

NEC NEC100 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾆｺﾁﾛﾝEｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 同仁医薬化工 微小循環改善剤 9910中止
NEL Sc 319 Sc319 NEL250:250mg 裸錠 白 有 ﾈﾙﾋﾞｽ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 三和化学研究所 経口糖尿病用剤 旧本体(0508迄) 020705

収載
NEOASDRIN ToYK 耳:NEOASDRIN 糖衣錠 白 無 ﾈｵｱｽﾄﾞﾘﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｵｷｾﾗｼﾞﾝ 15.7mg 東亜薬品工業 鎮咳剤 0112中止
NEOISCOTI
N

-NEO- ISCOTIN 裸錠 白 有 ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸
ﾅﾄﾘｳﾑ

100mg 第一三共 結核化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠)

NEP n EP1 裸錠 白 有 ｴﾎﾟｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 日医工 循環改善剤 0210ﾋｰﾄ変更 9809承継
NEP n EP2 裸錠 淡赤白 有 ｴﾎﾟｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 日医工 循環改善剤 9809承継
NET NET010 DOJ 裸錠 白 有 ﾈｵｸﾛﾌｨﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 同仁医薬化工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 中止
NF Tw.NF 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾄｰﾜﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0412中止

NF NF 糖衣錠 淡黄緑 無 ﾈﾙﾍﾞﾝﾙｰﾎﾙﾃ ｵｰﾙ薬品工業 催眠鎮静剤 9007中止
NF NF NF 裸錠 極薄紅 有 ﾉﾌﾞﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
NF N F：0.125 NF151 裸錠 薄橙 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.125mg｢AFP｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 0503販売
NF N F：0.25 NF133 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.25mg｢AFP｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 0505本体ｺｰﾄﾞ変更(前：

NF 133) 0503品名変更
(前：ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ)

NF NF01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白緑/緑 ﾁﾞｱﾛｰﾙ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 日本商事 降圧利尿剤 9011中止
NF NF02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/黄緑 ﾁﾞｱﾛｰﾙS 日本商事 降圧利尿剤 9011中止
NF 5 TY05NF 5:TOYOBO 二層錠(長円 淡紅/白 有 ﾆﾄﾛﾌｨｯｸｽ5 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg 東洋紡績-ｷｯｾｲ薬品工 徐放性狭心症治療剤 0501中止 940415収載
NF 10 TY10NF 10:TOYOBO 二層錠(長円 淡帯赤黄/白 無 ﾆﾄﾛﾌｨｯｸｽ10 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 東洋紡績-ｷｯｾｲ薬品工 徐放性狭心症治療剤 0501中止 940415収載
NF NF63 NF63:EPL 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
褐 EPLｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg ｱｽﾞｳｪﾙ 肝臓疾患用剤･高脂質血

症改善剤
旧ﾋｰﾄ(0204迄) 9706ﾋｰﾄ
変更

NF NF63 NF63 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

褐 EPLｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 肝臓疾患用剤・高脂血症
改善剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:EPLｶﾌﾟｾﾙ)
0410社名変更

NF Y NF75 Y-NF75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾌﾗﾝ錠75mg ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 田辺三菱製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾌﾗﾝ錠)

NF TKS 100 TKS100:100mg 裸錠 白 無 ﾉｲﾌｧﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 高尿酸血症治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾉｲﾌｧﾝ錠)

NF NF 100 NF100 裸錠 白 無 ﾒﾗｼﾞﾆﾝA錠 ﾒﾄｷｻﾚﾝ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 尋常性白斑治療剤 04頃中止 0410社名変更
NF NF 103 NF103 裸錠 淡青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠”日本商事” ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg ｱｽﾞｳｪﾙ 抗痛風剤 9905中止 9611ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9306ﾋｰ
ﾄ裏変更

NF NF 104 NF104 裸錠 淡黄 無 ｸﾗｯｾﾝ錠 ﾒﾙｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾝ 50mg 日本商事 白血病治療剤 9306中止
NF NF 114:W NF114 裸錠 灰白 有 ﾃﾚﾊﾟｰｸ ｲｵﾊﾟﾉ酸 500mg ｱｽﾞｳｪﾙ 経口胆嚢胆管造影剤 0005中止 9707ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NF NF 117 NF117 裸錠 白 有 ｱﾉﾌﾟﾛﾘﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高尿酸血症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾉﾌﾟﾛﾘﾝ錠)
NF NF 121 NF121 裸錠 白 有 ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝ錠)
NF NF 122 NF122 裸錠 白 有 ﾜｲﾃﾝｽ錠2mg 酢酸ｸﾞｱﾅﾍﾞﾝｽﾞ 2mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高血圧症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾜｲﾃﾝｽ錠)
NF NF 127 NF127 裸錠 白 有 ｴﾀﾅﾙｼﾞﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg ｱｽﾞｳｪﾙ 筋緊張緩和剤 0311中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NF NF 131 NF131 裸錠 白 有 ﾉｸｽﾀｰﾙ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 睡眠導入剤 0410社名変更
NF NF132 裸錠 黄又は淡黄

褐
無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ配合錠 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ

酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ
17.5mg，
232.5mg

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 胃炎・消化性潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠
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NF NF 133 NF133 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0505迄)，品名
0410社名変更 0312製造
元，ｺｰﾄﾞ変更

NF N F：0.25 NF133 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.25mg｢AFP｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 0505本体ｺｰﾄﾞ変更(前：
NF 133) 0503品名変更
(前：ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ)

NF NF 135 NF135：5mg 裸錠 白 有 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

0410社名変更

NF N F：137 NF137 4mg 裸錠（長円形） 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0410社名変更 0407ｺｰﾄﾞ
変更

NF N F：0.125 NF151 裸錠 薄橙 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.125mg｢AFP｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 0503販売
NF NF 152 NF152 裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ形) 白 有 ﾓﾃﾞｨｵﾀﾞｰﾙ錠100mg ﾓﾀﾞﾌｨﾆﾙ 100mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ・田辺三菱

製薬
精神神経用剤 0710社名変更（前：田辺

製薬） 070316収載
NF NF 153 NF153:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾉﾌﾟﾛﾘﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高尿酸血症治療剤 101119収載
NF NF 155 NF155 5mg 裸錠 微黄白～帯

黄白
有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0903ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前:ﾌﾞﾘｽﾄﾙ
ﾏｲﾔｰｽﾞ)

NF NF 157 NF157 10mg 裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0903ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾌﾞﾘｽﾄﾙ
ﾏｲﾔｰｽﾞ)

NF ＮＦ 171 ＮＦ171 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5mg｢
AFP｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

090515収載

NF NF 200:W NF200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾏｲﾃﾗｰｾﾞ錠10mg 塩化ｱﾝﾍﾞﾉﾆｳﾑ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 重症筋無力症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｲﾃﾗｰｾﾞ)

NF NF 212 NF212 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢AFP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

NF NF 213 NF213 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢AFP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

NF NF 215 NF215 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 S･ｱﾄﾞｸﾉﾝ錠30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 血管強化･止血剤 0803ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(田辺三菱製薬より)

NF NF 217 NF217 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢AFP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

NF NF 221 NF221 12.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢AFP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

101119収載

NF FPF 252:NFﾌｼﾞﾓﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 藤本製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9412中止
NF NF 323 NF323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白～帯黄白 有 ﾃﾅｷｼﾙ錠1mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 1mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続型非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧

剤
0704剤型変更(前:円形，
糖衣錠)，色変更(前:白)，
割線追加 0410社名変更

NF NF 324 NF324 糖衣錠 淡桃 無 ﾃﾅｷｼﾙ錠2mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 2mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続型非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧 0410社名変更
NF NF 325 NF325:USV 糖衣錠 白 無 ﾕｰｽﾋﾞﾙ錠 ｿﾘﾌﾞｼﾞﾝ 50mg 日本商事 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(帯

状疱疹)
9310停止 930827収載

NF NF 326 NF326 糖衣錠(三角
形)

白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

0601ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨ
ｽﾌｧｰﾏ)

NF NF 327 NF327 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

0501ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨ
ｽﾌｧｰﾏ)

NF NF331 裸錠(腸溶性) 白 無 ｵﾌﾀﾙﾑK配合錠 ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 複合止血剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾌﾀﾙﾑK錠)

NF NF 332 NF332 糖衣錠(三角
形)

灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

1009ｺｰﾄﾞ変更，販売元変
更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ)

NF NF 333 NF333 糖衣錠 灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

1009ｺｰﾄﾞ変更，販売元変
更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ)

NF MO620 F 腟錠 白 無 腟用新ﾌﾗﾝｾｴﾌF錠 20mg 持田製薬 硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ腟錠 9108中止
NFCR SWNF CR10 SW-NF CR10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠10mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧･狭心症治療剤
060707収載
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NFCR SWNF CR20 SW-NF CR20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

060707収載

NFCR SWNF CR40 SW-NF CR40:40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠40mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

060707収載

NFL Tw:10 Tw.NF.L10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠10）

NFL ZE 101 ZE101 NFL10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業･三和化学
研究所，沢井製薬

持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

050708収載

NFL Tw:20 Tw.NF.L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠）

NFL ZE 102 ZE102 NFL20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業･三和化学
研究所，沢井製薬

持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

040709収載

NFL ZE 103 ZE103 NFL40：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠40 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 全星薬品工業･三和化学
研究所，沢井製薬

持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

040709収載

NFLL L 10 NFL L10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9407承
継 920710収載

NFLL L 20 NFL L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9407承継
920710収載

NG TKS 114 NG:TKS114 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｸﾞﾘｰｽ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品 心臓選択性β 遮断剤 0109中止 920710収載
NG Tu NG-250 裸錠 白 無 ﾉﾆｹﾞﾆﾝ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 辰巳化学 動脈硬化用剤 97中止
NG NG 403 RIM:NG 403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/赤褐 ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 0004ｺｰ

ﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

NG NG 403 403 NG 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/赤褐 ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾏｸ
ﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ)

NGF 糖衣錠 黄 無 ｶﾞﾙﾀF10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 9909中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

NGF 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡緑 ｹﾞﾌｧｿﾌﾄ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬

胃炎･消化性潰瘍治療剤 0301頃中止 0107製造元
社名変更(前:日清製粉)

NH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

NH NH219SV 糖衣錠 白 無 ﾆﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 進化製薬 循環機能改善剤 9504中止 900713収載
NHSV NH219SV 糖衣錠 白 無 ﾆﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 進化製薬 循環機能改善剤 9504中止 900713収載
NI SW 223 SW-223 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収

載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ)

NI KY･NI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠｢科薬｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 科薬 脳循環･代謝改善剤 9802中止 960705収載
NI SW 225 SW-225 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収

載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10)

NIA NiA 裸錠 白 無 ﾅｲｸﾘﾝ錠 ﾆｺﾁﾝ酸 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾆｺﾁﾝ酸製剤 旧品名，ｺｰﾄﾞ(0606商品
名変更に伴い，新：ﾅｲｸﾘ
ﾝ錠50mg）

NIC n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ
ｲﾄﾞ･吉富薬品

抗血小板剤 0108中止 970908販売

NICHIZO Z240 Z240 耳:C･B-NICHIZO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾆﾁｿﾞｰ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 日本臓器製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9411中止
NICOBITAE NPI 315A NPI315A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾆｺﾋﾞﾀ-E ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 脂質代謝･血行改善剤 0909回収措置とともに販

売中止
NID ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠2mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
NID ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
NIF SW-452 SW-452:SW-NIF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾌﾛｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 9301中止 900713収載
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NIK T w:117 Y-NIK5:Tw117 5mg 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 東和薬品-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

狭心症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 070615収載
(商品名変更に伴い，前:ﾆ
ｺﾗﾝﾏｰﾄ錠) 東和のものと
ﾋｰﾄ異なる

NIK NIK 219 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｶﾘｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ25単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日医工 循環系調整剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾘｸﾛﾓﾝSｶﾌﾟ
ｾﾙ) 0406ﾋｰﾄ変更

NINTAMIN 耳:NINTAMIN 裸錠 黄褐 有 ﾆﾝﾀﾐﾝ錠 丸石製薬 複方ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸製剤 9803中止
NIP NF 121 NF121 裸錠 白 有 ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝ錠)
NIP 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0107中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

NIR Sc 221 Sc221 NIR10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾚｰﾅ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 高血圧･狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更
（Sc221裏から表へ）

NIRL Sc 212 Sc212 NIR-L10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾚｰﾅL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤､高血
圧･狭心症治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更（Sc212裏
から表） 9605ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NIRL Sc 213 Sc213 NIR-L20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾚｰﾅL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤､高血
圧･狭心症治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更（Sc213裏
から表） 9607ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NISSHIN NR100 NISSHIN 裸錠 白 有 ﾅﾛｽﾁﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬・三和化
学研究所

抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

NJ 裸錠 白 無 ﾐﾝﾄﾞﾛﾁﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾏﾙｺ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0405中止 030704収載

NK 裸錠 微紅 有 ﾐﾝﾄﾞﾛﾁﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0405中止 030704収載

NK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 0612中止 0303本体ｺｰﾄﾞ･
ﾋｰﾄ変更

NK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ H2受容体拮抗剤 0808中止 0806製造販売
元変更(前:日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬) 0302ｺｰﾄﾞ変更

NK 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0302頃
ｺｰﾄﾞ，本体形状変更

NK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｾﾛﾝ錠8mg 塩酸ｲﾝｼﾞｾﾄﾛﾝ 8mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾔｸﾙﾄ本
社

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 040618
収載

NK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾅｲｷﾉｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 帝三製薬 脳循環代謝改善剤 9809中止 920710収載
NK NK1021 裸錠 白 無 ｻﾘﾅ錠 ｻｻﾞﾋﾟﾘﾝ 300mg 日本化薬 鎮痛消炎解熱剤 0005中止
NK NK M NK1053 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｽｶﾙﾑ錠50mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日本化薬 抗痙縮剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｽｶﾙﾑS錠)
NK NK D NK1054 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｽｶﾙﾑ錠100mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本化薬 抗痙縮剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｽｶﾙﾑD錠)
NK NK1061 裸錠 白 有 ﾃﾆｰﾙ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日本化薬 めまい･平衡障害治療剤 0103中止
NK NK1071 裸錠 白 有 ﾋﾟﾛﾗｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ

ﾝとして）
日本化薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0712中止 ﾋｰﾄ商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)
NK NK1091 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾞｾﾙ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本化薬 鎮痛･抗炎症剤 1012中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ﾄﾞｾ
ﾙ錠)

NK NK 1182 NK1182 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｻﾘｸﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ
ﾋﾞﾒﾘﾝとして)

日本化薬 口腔乾燥症状改善薬 010831収載

NK NK2011 裸錠 白 無 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ錠山川 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 0.3mg 日本化薬 狭心症用舌下錠 旧品名(0612迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘ
ﾝ舌下錠0.3mg｢NK｣) 舌下

NK NK2011 裸錠 白 無 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ舌下錠0.3mg｢
NK｣

ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 0.3mg 日本化薬 狭心症用舌下錠 0612商品名変更(前:ﾆﾄﾛ
ｸﾞﾘｾﾘﾝ錠山川)
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NK NK2015 裸錠 白 無 ﾆﾄﾛﾍﾟﾝ舌下錠0.3mg ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 0.3mg 日本化薬 狭心症用舌下錠 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾄﾛﾍﾟﾝ錠) 舌
下錠

NK NK2031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

濃緑 無 ﾕｰﾅｲﾝ錠 日本化薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0405中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9808色調変
更(前:緑)

NK NK2041 糖衣錠 淡青 無 ﾘｽﾞﾏﾄｰﾝ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本化薬 不整脈治療剤 9209中止
NK NK2051：250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾃﾞﾘﾊﾞ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 日本化薬 高脂質血症改善剤 0406中止 0309ﾋｰﾄ裏

250mg追加 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

NK NK 2061 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾝﾁｾﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 日本化薬 脳･末梢循環改善剤 9405中止
NK NK2071 糖衣錠 赤 無 ﾌﾟﾛｽﾄ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 日本化薬 心不全治療剤 9405中止
NK NK2091 裸錠 白 有 ﾗﾄﾞﾝﾅ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本化薬 脱塩利尿剤 0204中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
NK NK2101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾛ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 日本化薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症改善剤 9902中止
NK NK 2111 NK2111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｰﾃﾝ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
日本化薬 消化器機能調整剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾘｰﾃﾝ錠)
NK NK2121 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
帯黄白 ﾛﾆｱﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本化薬 抗狭心症剤 0803中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
NK NK 2131 NK2131 裸錠 白 有 ﾘｾﾞﾆｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日本化薬 高血圧･不整脈･狭心症

治療剤
9603中止

NK NK 2141 NK2141 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱｽﾊﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ FM-100 200mg 日本化薬 消化性潰瘍治療剤 0410中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

NK NK3022 糖衣錠 橙 無 ﾈｵﾗﾐﾝｽﾘｰﾋﾞｰS錠 日本化薬 神経･筋機能賦活剤 0307中止 9709ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NK NK3051 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｱｸﾀﾋﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 日本化薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9311中止
NK NK 6021 NK6021 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｾﾁﾝV錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 日本化薬 内服白癬治療剤 0812中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
NK NK6031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾌﾗｼﾞｵ腸溶錠-250 硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ 250mg 日本化薬 細菌性腸疾患治療剤 0302中止
NK NK7011 25:NK7011 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙 ﾗｽﾃｯﾄ25 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 9403中止
NK NK7012 50:NK7012 軟ｶﾌﾟｾﾙ 明赤橙 ﾗｽﾃｯﾄ50 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 9403中止
NK NK7013 100:NK7013 軟ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤橙 ﾗｽﾃｯﾄ100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 9403中止
NK NK 7014 25 NK7014 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙

(白帯)
ﾗｽﾃｯﾄSｶﾌﾟｾﾙ25mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗｽﾃｯﾄS25)
931203収載

NK NK 7015 50 NK7015 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾗｽﾃｯﾄSｶﾌﾟｾﾙ50mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｽﾃｯﾄS50)
931203収載

NK NK 7016 100 NK7016 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙
(白帯)

ﾗｽﾃｯﾄS100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 0004中止 931203収載

NK NK 7021 100 100mg:NK7021 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/赤紫 ｽﾀﾗｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｼﾀﾗﾋﾞﾝｵｸﾎｽﾌｧｰﾄ 100mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 0810ﾋｰﾄ表NK7021削除
NK NK 7025 50 NK7025 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/赤紫 ｽﾀﾗｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾀﾗﾋﾞﾝｵｸﾎｽﾌｧｰﾄ 50mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 0606ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載

表->裏，商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)) 921127収載

NK NK 7104:40 NK7104 40:NK7104 40
NK 7104

裸錠 白 無 ﾌｪｱｽﾄﾝ錠40 ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ 40mg(ﾄﾚﾐﾌｪ
ﾝとして)

日本化薬 乳癌治療剤 950526収載

NK NK 7106:60 NK7106 60:NK 7106 60
NK 7106

裸錠 白 無 ﾌｪｱｽﾄﾝ錠60 ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ 60mg(ﾄﾚﾐﾌｪ
ﾝとして)

日本化薬 乳癌治療剤 950526収載

NK NK 7205 125mg:NK7205 125mg 裸錠 淡黄 無 ｵﾀﾞｲﾝ錠125mg ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg 日本化薬 前立腺癌治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾀﾞｲﾝ錠)
0702ﾋｰﾄ若干変更(表
NK7205削除等)

NK NK 7421 10 NK7421 10 10:NK7421 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞｽﾀﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ｳﾍﾞﾆﾒｸｽ 10mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｽﾀﾁﾝ10ｶﾌﾟ
ｾﾙ)

NK NK 7421 30 7421 30:NK 7421 30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞｽﾀﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ｳﾍﾞﾆﾒｸｽ 30mg 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｽﾀﾁﾝ30ｶﾌﾟ
ｾﾙ)
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NK NK 7501:80 NK7501 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢NK｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日本化薬 前立腺癌治療剤 090515収載
NKD NK D NK1054 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｽｶﾙﾑ錠100mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本化薬 抗痙縮剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｽｶﾙﾑD錠)
NKDS 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
微黄赤～淡
黄赤

ﾃﾞｶｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

代謝性強心剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｶｿﾌﾄ)

NKLB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

経口蛋白分解酵素阻害
剤

9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

NKM NK M NK1053 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｽｶﾙﾑ錠50mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日本化薬 抗痙縮剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｽｶﾙﾑS錠)

NKN 裸錠 白 有 ｺﾅｰｾﾞ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

NKNE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/黄 NEｺﾀﾆ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 末梢循環･脂質代謝改善
剤

0811頃中止 0806承継(日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬より)

NKNE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

末梢循環･脂質代謝改善
剤

0806販売元変更(前:日清
ｷｮｰﾘﾝ製薬) 東洋ｶﾌﾟｾ
ﾙ，興和ﾃﾊﾞとｺｰﾄﾞ異なる

NKNL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

NKNL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

NKNR NR100 NISSHIN 裸錠 白 有 ﾅﾛｽﾁﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬・三和化
学研究所

抗炎症･鎮痛･解熱剤 0710中止 0306ﾋｰﾄ変更

NKPC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 0612中止 0303本体ｺｰﾄﾞ･
ﾋｰﾄ変更

NKPN 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0302頃
ｺｰﾄﾞ，本体形状変更

NKPP 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0404中止 0210ﾋｰﾄ変更
9712ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9604社名変更

NKPP 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ｺﾀ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0404中止 0211ﾋｰﾄ変更
NKRL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
徐放性不整脈治療剤 9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705
NKSL 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0908中止

NL TYK182 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940708収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

NL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（02頃まで） 9712
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

NL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

NL Tu NL-010 糖衣錠 淡緑 無 ﾈﾎﾞﾛﾛﾝ錠 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 辰巳化学 抗不安剤 9912中止
NL EISAI NL015 EISAI NL015 15mg 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾅｰﾙ錠15mg ﾄﾘﾊﾟﾐﾄﾞ 15mg ｴｰｻﾞｲ 血管･腎作動性高血圧治

療剤
9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

NL TYK183 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる
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NL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

NL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

NL NL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0107
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

NL NL 40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
960705収載

NL SW-099:SW-NL 糖衣錠 帯黄白 無 ﾉｰﾒﾘﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 沢井製薬 抗ｾﾛﾄﾆﾝ剤 92中止
NLD NLD-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 東洋新薬 合成抗菌剤 9007中止
NLD NLD-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大洋薬品工業 合成抗菌剤 94中止
NLD NLD-500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大洋薬品工業 合成抗菌剤 94中止 9306ｴﾑｴﾌ製剤

から承継
NLP 糖衣錠 微黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠5mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0202本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
NLP 糖衣錠 淡黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠10mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 10mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0110本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
NLP 糖衣錠 黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0202本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
NLS OX 2 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
960705収載

NLS OX 3 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄)

NLT Tw NLT Tw.NLT 裸錠 白 有 ﾆｭｰﾄﾗｲﾄﾞ錠25mg ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 東和薬品 降圧利尿剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｭｰﾄﾗｲﾄﾞ錠)

NM SW-NM 裸錠 白 有 ﾉｰﾏﾙﾐﾝ ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 沢井製薬 精神神経用剤 90中止
NM NM NM 0.5 裸錠 白 無 ｱﾏﾘｰﾙ0.5mg錠 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 0.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
100528収載

NM μ g:250μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾈｵﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｷｯｾｲ薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0410中止
NM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾈｵﾏｲﾄﾞ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｷｯｾｲ薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0410中止
NMA 裸錠 白 有 ﾏｽﾌﾟﾚｽ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 低血圧症治療剤 9903中止 9604社名変更
NMA NM 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾑﾌｪﾝ-ｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 日本ﾍｷｻﾙ 消炎･鎮痛･解熱剤 0011中止 99ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
NMB 裸錠 白 無 ﾒﾙﾍﾞｽﾁﾝ ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 めまい･平衡障害治療剤 9902中止 9604社名変更
NMB NMB 23 NMB23:NMB23 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
NMB NMB 23 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 97ﾋｰﾄ変

更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NMB NMB 23 NMB23:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg MSD 三環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)，製

造販売元変更に伴い(新:
日医工) 1010社名変更
(統合に伴い，前:万有製

NMB NMB 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

NMB NMB 25 NMB25:NMB25 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾀﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
NMB NMB 25 NMB25：25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾀﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
0801中止 0302ﾋｰﾄ変更，
表BUNYU削除，NMB25
追加

NMB NMB 41 NMB41:NMB41 0.5mg 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 万有製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
NMB NMB 41 0.5 NMB41：0.5 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg MSD 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)，製

造販売元変更に伴い(新:
日医工) 1010社名変更
(統合に伴い，前:万有製

NMB NMB 41 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い
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NMB NMB 42 NMB42:NMB42 25mg 裸錠 桃 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞ錠25mg ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 万有製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
NMB NMB 42 NMB42：25mg 裸錠 桃 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞ錠25mg ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 万有製薬 降圧利尿剤 1001中止 0602ﾋｰﾄ変更
NMB NMB 45 NMB45:NMB45 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
NMB NMB 45 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 万有製薬 三環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 97ﾋｰﾄ変

更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NMB NMB 45 NMB45:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg MSD 三環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)，製

造販売元変更に伴い(新:
日医工) 1010社名変更
(統合に伴い，前:万有製

NMB NMB 45 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

NMB NMB 49 NMB49:NMB49 50mg 裸錠 白 有 ﾀﾞﾗﾅｲﾄﾞ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 万有製薬 緑内障治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
NMB NMB 49 BANYU 裸錠 白 有 ﾀﾞﾗﾅｲﾄﾞ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 万有製薬 緑内障治療剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NMB NMB 53 NMB53 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞS錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ､ﾚｾﾙ 万有製薬 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
NMB NMB 53 BANYU 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｸﾛﾄﾗｲﾄﾞS錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ､ﾚｾﾙ

ﾋﾟﾝ
25mg､
0.125mg

万有製薬 血圧降下剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NMB NMB 59 NMB59 裸錠 淡青 有 ﾌﾞﾛｶﾄﾞﾚﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾁﾓﾛｰﾙ 5mg 万有製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9904中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NMB NMB 62 NMB62:NMB62 4mg 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 万有製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤，食欲刺激
増進剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

NMB NMB 62 BANYU：4 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 万有製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄） 97ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NMB NMB 62 NMB 62：4mg 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 万有製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)，承
継に伴い(日医工へ)
050610収載(品名変更に
伴い 前：ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠)

NMB NMB 62 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0906迄)
0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

NMB NMB65 NMB65:NMB65 25mg 裸錠(長円形) 白 有 ｴﾃﾞｸﾘﾙ錠 ｴﾀｸﾘﾝ酸 25mg 万有製薬 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
NMB NMB65 BANYU 裸錠(長円形) 白 有 ｴﾃﾞｸﾘﾙ錠 ｴﾀｸﾘﾝ酸 25mg 万有製薬 利尿剤 0303中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NMB NMB 135 NMB135：125 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0812販売元変更(前:万有

製薬) 0602ﾋｰﾄﾞ変更
NMB NMB 135 NMB135:NMB135 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
NMB NMB 135 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 97ﾋｰﾄ変

更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NMB NMB 219 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾝ錠25mg 酢酸ｺﾙﾁｿﾞﾝ 25mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 1012製造販売元変更

(前:MSD) 1010社名変更
(統合に伴い，前:万有製
薬) ﾊﾞﾗのみ

NMB NMB 401 NMB401:NMB401 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
NMB NMB 401 BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 万有製薬 血圧降下剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 97ﾋｰﾄ変

更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NMB NMB 401 NMB401：250 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯灰白 無 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0812販売元変更(前:万有

製薬) 0601ﾋｰﾄ変更
NMB NMB 429 NMB429:NMB429 250mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈﾐﾄﾞ錠250 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ 250mg 万有製薬 痛風治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
NMB NMB 429 BANYU 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈﾐﾄﾞ錠250 ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ 250mg 万有製薬 痛風治療剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NMB NMB 626 NMB626:NMB626 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
NMB NMB 626 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 0006中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NMB NMB 633 NMB633:NMB633 37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
NMB NMB 633 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｲﾝﾀﾞｼﾝR37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 万有製薬 解熱鎮痛消炎剤 0006中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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NMB NMB 647 NMB647:NMB647 10/100 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾒﾈｼｯﾄ錠100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

万有製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

NMB NMB 647 NMB647 100 mg:100 mg 裸錠(楕円形) 薄青 有 ﾒﾈｼｯﾄ配合錠100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

MSD 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾈｼｯﾄ錠100)

NMB NMB 654 NMB654:NMB654 25/250 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾒﾈｼｯﾄ錠250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

万有製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)

NMB NMB 654 NMB654 250 mg:250 mg 裸錠(楕円形) 薄青 有 ﾒﾈｼｯﾄ配合錠250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

MSD 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090925
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾈｼｯﾄ錠250)

NMB NMB:674 NMB674 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

桃 無 ﾄﾞﾛﾋﾞｯﾄﾞ錠125 ｼﾞﾌﾙﾆｻﾙ 125mg 万有製薬 鎮痛消炎剤 0201中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NMB NMB675 NMB675 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

桃 有 ﾄﾞﾛﾋﾞｯﾄﾞ錠250 ｼﾞﾌﾙﾆｻﾙ 250mg 万有製薬 鎮痛消炎剤 0103中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(NMB675)削除，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

NMB NMB 940 NMB940 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠50 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 50mg 万有製薬・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)，承
継に伴い(日医工へ)

NMB NMB 940 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠50 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 50mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

NMB NMB 943 NMB943 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 万有製薬・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)，承
継に伴い(日医工へ)

NMB NMB 943 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

NMC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞﾁﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9902中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710

NMC KTB 11 KTB-11 0.5mg:0.5mg 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 末梢性神経障害治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

NME 糖衣錠 白 無 ﾒﾃｸﾘﾝ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日清製薬 子宮収縮止血剤 9507中止
NME 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青～青/微

黄赤～淡黄
赤

ﾈｵﾏｲｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg ｴｰｻﾞｲ 化学療法剤 9907中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9201ﾋｰ
ﾄ変更

NMK NMK NMK NMK 1 1 裸錠 淡紅 有 ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

1004ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
表→裏等)

NMN NMN NMN NMN 3 3 裸錠 微黄白 有 ｱﾏﾘｰﾙ3mg錠 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

1005ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
表→裏等)

NMOXO n MOXO 裸錠 白 無 ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠100mg ﾌﾟﾛｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 強心剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠)

NMP NM 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾑﾌｪﾝ-ｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 日本ﾍｷｻﾙ 消炎･鎮痛･解熱剤 0011中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NMR 裸錠 白 有 ﾏｰﾚｽ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･頻脈治療剤 0505中止 0301ﾋｰﾄ変更
NN SW 919 SW 919 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾋﾟﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 Ca拮抗性降圧剤 0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記

号(SW-NN20)削除
NN NN 101 NN101 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾗｸｻﾝ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日医工 前立腺肥大症治療剤 0607中止 0504社名変更

(前：日本ｶﾞﾚﾝ，合併によ
NN NN 113 50mg:NN113 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾍﾞﾄｽ錠50mg 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ 50mg 日医工 血糖降下剤 0702本体ｺｰﾄﾞ追加，商品

名変更に伴い 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ｼﾞﾍﾞﾄｽB錠)

NN NN 200 NN200 裸錠 白 無 ﾒﾄﾛﾆｰﾅ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工 めまい･平衡障害治療剤 0605頃中止 0504社名変
更(前：日本ｶﾞﾚﾝ，合併に
より)
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NN CLA NN210 NN210 有核錠 淡黄(内核:
白)

無 ｸﾘｱﾐﾝ配合錠A１.0 日医工 頭痛治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾘｱﾐﾝA錠)

NN NN 215 NN215 有核錠 薄橙(内核:白
～灰)

無 ｸﾘｱﾐﾝ配合錠S0.5 日医工 頭痛治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾘｱﾐﾝS錠)

NN NN 230 NN230 裸錠 白 無 ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日医工 高尿酸血症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠)
0504社名変更(前：日本ｶﾞ
ﾚﾝ，合併により)

NNCPA NCP 122A NCP122A：200 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾝﾄｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日本ｹﾐﾌｧ 有痛性痙縮治療剤 0806中止 9701ﾋｰﾄ変更

NNCPA 糖衣錠 淡青 無 ｷﾞﾙﾘﾄﾏｰﾙ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 9501中止
NNCPA 糖衣錠 白 無 ﾗﾎﾞﾌﾟｰﾙ錠 日本ｹﾐﾌｧ 血圧降下剤 9503中止
NNCPA NCP 217A 糖衣錠 桃 無 ｻｲﾉｼﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 日本ｹﾐﾌｧ 虚血性心疾患治療剤 9501中止
NNCPA NCP 222A NCP222A：100 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲｴｰｽ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 去痰剤 0803中止 9611ﾋｰﾄ変更

NNCPA NCP 394A NCP394A：100 裸錠 白 有 ｱﾝｼﾞｰﾌ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 高尿酸血症治療剤 0706本体ｺｰﾄﾞ追加
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝｼﾞｰﾌ)

NNCPA NCP395A 糖衣錠 緑 無 ﾊﾟｲﾈｼﾝ錠 日本ｹﾐﾌｧ 消炎酵素剤
削除)，裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

NNCPB S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(正八
角形)

白 無 ｽﾊﾟｽﾄﾝ錠 臭化ｼﾞﾎﾟﾆｳﾑ 15mg 日本ｹﾐﾌｧ 痙攣性疼痛緩解剤 9305中止

NNCPB NCP 124B NCP124B：100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾉﾊﾟﾄｰﾙ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 中枢性筋弛緩剤 0803中止 9708ﾋｰﾄ変更

NNCPB NCP 214B NCP214B 糖衣錠 白 無 ｾﾙｼﾅﾐﾝS錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日本ｹﾐﾌｧ 血圧降下剤 0203中止 9611ﾋｰﾄ変更

(ｶﾀｶﾅ)等
NNCPB NCP217B：5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
赤 ﾐﾙﾌｧｼﾞﾝ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0803中止

NNCPD NCP 217D NCP217D：30 裸錠（徐放錠） 白 無 ｶﾙﾅｰｽ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日本ｹﾐﾌｧ Ca拮抗剤 0803中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ｶﾙ
ﾅｰｽ)

NNCPE NCP 114E NCP114E：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｿﾌｧﾘﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾌｧﾘﾝ) 9701

NNCPE NCP 217E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾆｼﾞﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 虚血性心疾患･脳血管障
害治療剤

9712中止

NNCPL NCP 114L NCP114L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾋﾟﾛｶﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 0107中止 9704ﾋｰﾄ変更

(ｶﾀｶﾅ)等
NNCPN NCP 114N NCP114N：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚﾄﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日本ｹﾐﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･消炎剤 9609ﾋｰﾄ裏記号削除，商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)等
930827収載

NNE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 NEｺﾀﾆ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 末梢循環･脂質代謝改善
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0308迄) 9710ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604社名変更

NNE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，東洋ｶﾌﾟｾﾙ

末梢循環･脂質代謝改善
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512頃迄)，承継
に伴い(東洋ｶﾌﾟｾﾙへ)
0107製造元社名変更(前:
日清製粉)

NNL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（02頃まで） 9712
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

NNL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売
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NNR NR100 NISSHIN 裸錠 白 有 ﾅﾛｽﾁﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬・三和化
学研究所

抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

NNT n NT5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 970711収載
NNT n NT10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 0211ﾋｰﾄ変更，10mg追

加，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 970711収載

NNT 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾅﾄﾌｪﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日清製粉-日清製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 9512中止

NO PT N01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N01追加
NO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾚﾌﾟﾀﾝ錠 塩酸ﾎﾐﾉﾍﾞﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで) 0102本

体ｺｰﾄﾞ追加 8905色変更
NO N01:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾚﾌﾟﾀﾝ錠 塩酸ﾎﾐﾉﾍﾞﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮咳剤 06秋頃中止 0208ﾋｰﾄ変
NO 5:PT N02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N02追加
NO SW 027 SW-027 10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ

ﾙﾝ10)
NO NO 12 裸錠 白 無 ﾅｵｷｼｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 帝三製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 0112中止
NO SW 028 SW-028 25：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄緑 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ

ﾙﾝ25)
NO Y-NO50 Y-NO50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 50mg 吉富製薬 鎮痛･抗炎症剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
NO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 50mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､

吉富薬品
鎮痛･抗炎症剤 0006中止 9712本体，ﾋｰﾄ

変更(製造元変更)
NOB 糖衣錠 淡紅赤 無 ﾉﾌﾞﾘｳﾑ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9311中止
NOB 糖衣錠 黄橙 無 ﾉﾌﾞﾘｳﾑ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9207中止
NOK NOK 101 NOK101 裸錠 白 有 ｱｼｸﾘﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林製薬工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0308中止 000707収載，

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NOK NOK 102 NOK102 裸錠 白 有 ｱｼｸﾘﾙ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林製薬工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0308中止 000707収載，

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NOLVADEX NOLVADEX 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ)
0408ｺｰﾄﾞ変更

NOLVADEX NOLVADEX 20 D:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 乳癌治療剤 旧品名(0606迄)，旧ﾋｰﾄ，
商品名変更に伴い(新:ﾉﾙ
ﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠20mg) 0407ｺｰ
ﾄﾞ変更

NOLVADEX NOLVADEX 20 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ
D)，ﾋｰﾄ変更 0407ｺｰﾄﾞ変

NOM NOM 301:0.25 NOM301:0.25μ g 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日清製油 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9706
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NOM NOM 302:0.5 NOM302:0.5μ g 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日清製油 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9706
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NOM NOM 303:1.0 NOM303:1.0μ g 裸錠 白 無 ｶﾙﾌｨｰﾅ錠1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日清製油 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで) 9706
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NOM NOM 304 NOM304:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｱｲﾛﾑ製薬 切迫流･早産治療剤 0604製造販売会社社名
変更(前:小林製薬工業)
0004製造元変更(日清製

NOM NOM 305:50 NOM305:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｷｼﾚｰﾄ錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ｱｲﾛﾑ製薬･三和化学研
究所

不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0604製造販売会社社名
変更(前:小林製薬工業)
0004製造元変更(前:日清

NOM NOM 306:100 NOM306:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｷｼﾚｰﾄ錠100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ｱｲﾛﾑ製薬･三和化学研
究所

不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0604製造販売会社社名
変更(前:小林製薬工業)
0004製造元変更(前:日清

NOR NOR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙｷｼﾌｪﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

寿製薬 抗乳癌剤 旧ｺｰﾄﾞ(03頃迄) 0101剤
型変更（裸錠→ﾌｨﾙﾑｺｰ

NOR PT N01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N01追加
NOR 5:PT N02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N02追加
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NOT N2
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0910中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ表
200追加，ﾋｰﾄ裏記号変

NOT 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 0310社
名変更 0107製造元社名
変更(前:日清製粉)

NOT 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄)，承継に
伴い(旭化成ﾌｧｰﾏへ)
0310社名変更 0107製造
元社名変更(前:日清製

NOT N1
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0912中止 0609ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

NOT N2
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0910中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ表
200追加，ﾋｰﾄ裏記号変

NOV NOV:Sc276 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾉﾋﾞｽﾀｶﾌﾟｾﾙ 三和化学研究所 排尿障害改善剤 9707中止 9608ﾋｰﾄ変更
NOVARTIS CG 207 10mg:CG207 10mg 糖衣錠(三角

形)
白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症

治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0212ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

NOVARTIS CG 209 NOVARTIS
10mg:NOVARTIS CG209
10mg

糖衣錠(三角
形)

灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1008迄)，販売元
変更に伴い(新:ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ) 0211ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

NOVARTIS CG 208 25mg:CG208 25mg 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0212ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

NOVARTIS CG 210 NOVARTIS
25mg:NOVARTIS CG210
25mg

糖衣錠 灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1008迄)，販売元
変更に伴い(新:ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ) 0212ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

NOW KI 6165 NOW:MECT KI-6165 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/白 ﾅｳﾏｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 8908中止
NOXO Y-NOXO Y-NOXO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 100mg 吉富製薬 鎮痛･抗炎症剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
NOXO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 100mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･

吉富薬品
鎮痛･抗炎症剤 0005中止 9712本体，ﾋｰﾄ

変更(製造元変更)
NP NP 003 NP-003 15mg:15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢NP｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
1006販売休止 080704収
載

NP NP 010 10mg:NP-010 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢NP｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

NP NP 013 NP-013 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢NP｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

1006販売休止 080704収
載

NP NP 020 20mg:NP-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢NP｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

NP NP 25 25mg:NP-25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢NP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

NP NP 50 50mg:NP-50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢NP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

NP NP 75 75mg:NP-75 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢NP｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

NP NP 120 5mg NP-120:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
NP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

NP NP 121:20 NP-121 20mg 裸錠 淡黄 有 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠20mg｢NP｣ ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

060707収載

NP NP 122:1 NP-122 1mg:1mg 裸錠 白 無 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠1mg｢ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 090515収載
NP NP 123 200mg NP-123 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 鎮痛・解熱剤 050708収載
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NP NP 125 NP-125 2mg 裸錠 白 有 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ錠2mg
｢NP｣

塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0507発売

NP NP 130 10mg NP-130：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
NP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

NP NP 135:2 NP-135 2mg:2mg 裸錠 微赤 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 090515収載
NP NP 151:50 NP-151 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 消化管運動賦活剤 080704収載
NP NP 152:40 NP-152 40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠40mg｢NP｣ ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
060707収載

NP NP 153:125 NP-153 125mg:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢NP｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

NP NP 155:3 NP-155 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 080704収載
NP NP 212:20 20mg:NP-212 裸錠 微黄 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 利尿降圧剤 1005ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表→裏へ

060707収載
NP NP 213:40 40mg:NP-213 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 利尿降圧剤 1007ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ

表→裏等) 060707収載
NP TKS 215 NP:TKS215 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾈﾌﾟﾃﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 消化管運動調律剤 旧ﾋｰﾄ(03頃迄) 0110販売

元変更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)
NP NP 217:10 10mg:NP-217 裸錠 微赤 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠10mg｢NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 利尿降圧剤 1006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表→裏

060707収載
NP NP 235：2.5 NP-235 2.5mg:2.5 裸錠 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾝ錠2.5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 030704収載
NP NP 253:5 NP-253 5mg:5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢NP｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･ｻﾝﾄﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
NP NP 258:10 NPI-258 10mg:10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢NP｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･ｻﾝﾄﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
NP NP 273：50 NP-273 50mg 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg「NP」 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 1006販売休止 050708収

載
NP NP 275：100 NP-275 100mg 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢NP｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 1006販売休止 050708収

載
NP NP 277：5 NP-277 5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg「NP」 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0307販売
NP NP 311:0.2 NP-311 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢NP｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
NP NP 312:0.3 NP-312 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢NP｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
NP NP 313 NP-313 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠5mg｢

NP｣
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害

剤-高脂血症治療剤-
080704収載

NP NP 315 NP-315 10mg:10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg
｢NP｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載

NP NP 317:2.5 NP-317 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢NP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗薬

080704収載

NP NP 322 NP-322 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢NP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗薬

080704収載 十字割線

NP NP 323:5 NP-323 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢NP｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

NP NP 327:10 NP-327 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢NP｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

NP NP 331:2.5 2.5mg:NP-331 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
NP｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

NP NP 332:5 5mg:NP-332 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢NP｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

NP NP 333 NP-333 1mg:1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
NP｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

NP NP 335 NP-335 2mg:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
NP｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

NP NP 337 NP-337 4mg:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NP｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

NP NP 351:0.5 0.5mg NP-351:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 070706収載
NP NP 352:1 1mg NP-352:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 070706収載
NP NP 353:2 2mg NP-353:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢NP｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ･日本ｹﾐﾌｧ 抗精神病剤 070706収載
NP NP 355 NP-355 400mg:400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁﾗﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 090515収載
NP NP 357:2.5 2.5mg NP-357:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢

ｶﾞﾚﾝ｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)
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NP NP 375:5 5mg NP-375:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ｶﾞﾚﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

NP NP 377:10 10mg NP-377:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｶﾞﾚﾝ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

NP NP 511 NP-511 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
NP｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

NP NP 515:80 NP-515 80mg:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢NP｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 前立腺癌治療剤 090515収載
NP NP 517 NP-517 250mg:250 裸錠 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢NP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090515収載

NP NP 521 NP-521 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NP｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
NP NP 522 75mg:NP-522 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠

75mg｢NP｣
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

NP NP 523 150mg:NP-523 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢NP｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

NP NP 525:50 50mg:NP-525 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢NP｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

NP NP 527:100 100mg:NP-527 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢NP｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

NP NP 535  NP 535 50mg:NP-535 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 091113収載
NP NP 537:0.125 0.125mg:NP-537 0.125 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛｿﾞｰﾑ錠0.125mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.125mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 睡眠導入剤 100528収載
NP NP 713:0.5 0.5:NP-713 0.5 裸錠 白 無 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠0.5mg｢NP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

NP NP 715:1 1:NP-715 1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢NP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

NP NP 717:3 3:NP-717 3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢NP｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

NPA 糖衣錠 白 無 ﾅﾊﾟｾﾁﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 富山化学工業 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(0307迄) 9512ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NPC NPC 31 NPC31 裸錠 白 無 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾆﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ-富士製薬工
業，日本新薬

子宮内膜症に伴う月経困
難症治療剤

1002日本新薬のものﾋｰﾄ
若干変更 ﾋｰﾄ耳に富士
製薬は会社名ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ

NPC NPC96 25  NPC96 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg 酢酸亜鉛水和物 25mg(亜鉛と
して)

ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

ｳｨﾙｿﾝ病治療剤(銅吸収
阻害剤)

080418収載 ﾊﾞﾗのみ

NPC NPC96 50  NPC96 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 酢酸亜鉛水和物 50mg(亜鉛と
して)

ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

ｳｨﾙｿﾝ病治療剤(銅吸収
阻害剤)

080418収載 ﾊﾞﾗのみ

NPC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ（0303
迄） 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9604社名変更

NPCD NCP 217D NCP217D：30 裸錠（徐放錠） 白 無 ｶﾙﾅｰｽ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日本ｹﾐﾌｧ Ca拮抗剤 0803中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ｶﾙ
ﾅｰｽ)

NPD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NPD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NPE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄透明 ﾍﾟｵﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日清ﾌｧﾙﾏ-塩野義製薬 EPA製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0511迄)，0504製
造販売元変更(塩野義ヘ)
0211ﾋｰﾄ裏変更 0107製
造元社名変更(前:日清製

NPG n-PG250 n-PG250:n-PG250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 日医工 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 010921収載

NPI NPI 02 NPI-02 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
NPI NPI 03 NPI-03 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
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NPI NPI:10 NPI-219B ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾝﾃｰﾙ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業 循環機能改善剤 9902中止 900713収載
NPI NPI:20 NPI-219C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾝﾃｰﾙ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業 循環機能改善剤 9902中止 900713収載
NPI NPI 102 NPI-102:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢

NPI｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性選択H1受容体拮

抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
1103本体ｺｰﾄﾞ102裏→
表，ﾋｰﾄ若干変更

NPI NPI 103 NPI-103 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
NPI｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性選択H1受容体拮
抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1101本体ｺｰﾄﾞ103裏→
表，ﾋｰﾄ若干変更

NPI NPI 105 NPI-105 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NPI｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日本薬品工業 胃炎・胃潰瘍治療剤 091113収載
NPI NPI 107 NPI-107 5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢NPI｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本薬品工業・ﾏｲﾗﾝ製 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
NPI NPI 108 NPI-108 10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢NPI｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本薬品工業・ﾏｲﾗﾝ製 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
NPI NPI 109 2.5:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性Ca拮抗薬 0904ﾋｰﾄ表NPI-109削除

NPI NPI 110:5 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性Ca拮抗薬 0904ﾋｰﾄ表NPI-110削除

NPI NPI 117 NPI-117 8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
NPI｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

NPI NPI 118 NPI-118 OD 2.5:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

NPI NPI 119:5 NPI-119 OD 5:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

NPI NPI 120 NPI-120 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
NPI NPI 121 NPI 121:NPI 121 1 mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

NPI NPI-122 CARBAZEM 裸錠 白 無 ｶﾙﾊﾞｾﾞﾑ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 日本薬品工業 筋緊張性疼痛疾患治療 9507中止
NPI NPI 122 NPI 122:NPI 122 3 mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｹﾐﾌｧ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

NPI NPI123 3.0:3.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

101119収載

NPI NPI 123 NPI-123 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾞｽﾁﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 日本薬品工業 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0703中止
NPI NPI 124 NPI-124 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾋﾞｽﾄ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日本薬品工業 筋緊張･循環改善剤 9812中止 920710収載
NPI NPI 125:0.1 NPI125 OD0.1:0.1 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠

0.1mg｢ｹﾐﾌｧ｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
101119収載

NPI NPI 126:0.2 NPI126 OD0.2:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

NPI NPI 127 NPI-127 2.5 裸錠 白 無 ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

NPI NPI 128 NPI-128 10 裸錠 薄桃 有 ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

NPI NPI 212 NPI-212 裸錠 白 有 ｱｿﾞﾌﾟｼﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0803日本ｹﾐﾌｧ中止 0703
日本薬品工業中止

NPI CH NPI212 裸錠 白 無 ｼﾞﾌﾟｼｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日本薬品工業 β 遮断剤 95中止 920710収載
NPI NPI 213 NPI-213 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾞｭｰﾚﾅRｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本薬品工業 利尿降圧剤 9704中止
NPI NPI-214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾙﾀﾗﾝR錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧治療剤 0510日本ｹﾐﾌｧ中止，

0603頃日本薬品工業中
止 920710収載

NPI NPI R NPI 214A:5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NPI NPI217SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾋﾟｼﾞｰﾙ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 進化製薬 循環機能改善剤 9603中止
NPI NPI 217 NPI 217 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｸﾃｰﾙ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日本薬品工業-わかもと

製薬
循環機能改善剤 9904中止

NPI NPI 217 NPI-217 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
NPI｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

NPI NPI 217A NPI-217A 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
NPI｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

NPI NPI 218 NPI-218:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾄﾛｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日本薬品工業 高脂血症治療剤 0703中止 990709収載
NPI NPI 219 NPI-219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾗｰﾑ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日本薬品工業 脳循環代謝改善剤 9902中止
NPI NPI 222  NPI 222 NPI-222 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｼﾘﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日本薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ

ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤
0912中止 0903日本ｹﾐﾌｧ
中止 0806商品名変更
(前:ｾｼﾘﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ)
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NPI NPI 223 NPI-223 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾝｸｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘﾝｸｰﾙ錠)

NPI NPI 232 NPI-232 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾀﾞﾝｶｰﾄ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0803中止
NPI NPI235:2.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾋﾟｺﾙｰﾗｶﾌﾟｾﾙ2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 緩下剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟｺﾙｰﾗｶﾌﾟｾ
NPI NPI 237  NPI 237 NPI-237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾃｯｻｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 止瀉剤 1003中止 0806商品名変

更(前:ﾍﾞﾙﾃｯｻｶﾌﾟｾﾙ)
NPI NPI 239 NPI-239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾘｰﾒﾝﾄ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日本薬品工業 消化管運動調律剤 0912中止 0903日本ｹﾐﾌｧ

中止 080620収載(商品名
変更に伴い，前:ﾘｰﾒﾝﾄ

NPI NPI-247 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾛｺｻｲﾄﾞ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本薬品工業 前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0809中止

NPI NPI 259 NPI259 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾘﾒﾗｰﾙ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日本薬品工業 頻尿治療剤 0311中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NPI NPI-307 糖衣錠 赤 無 ﾋﾟﾘﾀﾞﾝﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日本薬品工業 冠血管拡張剤 9703中止
NPI NPI308 糖衣錠 赤 無 ﾋﾟﾘﾀﾞﾝﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本薬品工業 冠血管拡張，抗血小板剤 9006中止
NPI NPI 339 NPI-339:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｿｰﾊﾟｰ100mg錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日本薬品工業 抗血小板剤 1103中止 9607販売
NPI NPI 442 NPI 442 糖衣錠 白 無 ﾘﾏｺｰﾙ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 日本薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0101中止 990709収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NPI NPI 449 NPI-449 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾗﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 日本薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0803中止
NPI NPI:614 NPI-614:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～帯黄白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢

NPI｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧剤型，旧色，旧本体ｺｰ

ﾄﾞ(1102迄) 060707収載
NPI NPI 614 NPI-614:NPI-614 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢

NPI｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1102剤型変更(前:長円

形)，本体ｺｰﾄﾞ変更，色変
更(前:白～帯黄白)

NPI NPI 625 NPI 625 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｸﾛﾋﾞﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 日本薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NPI NPI 629 NPI-629 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｺﾊﾟｽﾀｰ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 日本薬品工業 合成抗菌剤 0809中止
NPI NPI:629 A NPI-629A 125 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

NPIA NPI 114A NPI-114A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾁﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日本薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0012中止 900713収載
NPIA NPI 124A NPI-124A:1 裸錠 白～淡黄白 有 ﾓﾄﾅﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 筋緊張緩和剤 0204ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 970711収載
NPIA NPI 211A INOKITEN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ｲﾉｷﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 心筋代謝賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで)
NPIA NPI 211A  NPI 211A NPI 211A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ｲﾉｷﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 代謝性強心剤 1003中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ｲﾉｷ
ﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ)

NPIA NPI 213A NPI-213A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄 ｻﾗﾌﾟﾄﾝ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日本薬品工業 利尿降圧剤 9307中止
NPIA NPI-217A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾊﾞﾗｺｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本薬品工業 血管拡張剤 9509中止
NPIA NPI 218A EXTEROL 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｴｷｽﾃﾛｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日本薬品工業 動脈硬化用剤 8809中止
NPIA NPI-219A 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾆｺﾋﾞﾀ-ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 日本薬品工業 微小循環改善剤 9606中止
NPIA NPI 259A NPI 259A NPI-259A 0.1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
050708収載

NPIA NPI311A 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0508頃ﾋｰﾄ変更，承継に
伴い(日清ﾌｧﾙﾏより)

NPIA NPI 315A NPI315A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾆｺﾋﾞﾀ-E ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 脂質代謝･血行改善剤 0909回収措置とともに販
売中止

NPIA NPI 339A NPI-339A 50mg:50 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日本薬品工業-日本ｹﾐ
ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗血小板剤 1101ﾋｰﾄ若干変更

NPIA NPI 449A NPI 449A 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾃﾞｺｯｸ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日本薬品工業・日本ｹﾐ
ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞｺｯｸ錠)

NPIA NPI 625A NPI-625A:400 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｸﾛﾋﾞﾙ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 日本薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載
NPIAL NPI AL NPI-AL:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
NPIB NPI 114B NPI-114B 裸錠 薄紅 有 ｵｷﾐﾅｽ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｵｷﾐﾅｽ錠)
NPIB NPI-217B KNORAMIN 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾉﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 95中止
NPIB NPI:10 NPI-219B ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾝﾃｰﾙ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業 循環機能改善剤 9902中止 900713収載
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NPIB NPI 232B NPI-232B 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱｸｱﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 日本薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9902中止 960705収載
NPIB NPI 239B NPI-239B 10：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛﾍﾞｰｽ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 消化管運動改善剤 0803日本ｹﾐﾌｧ中止 0703

日本薬品工業中止
NPIB NPI 259B NPI 259B NPI-259B 0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
050708収載

NPIB NPI311B 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

白 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0508頃ﾋｰﾄ変更，承継に
伴い(日清ﾌｧﾙﾏより)

NPIB NPI 339B NPI-339B:100 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日本薬品工業-日本ｹﾐ
ﾌｧ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗血小板剤 1101ﾋｰﾄ表100削除等

NPIC NPI:C NPI-217D 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 920710収載
NPIC NPI 217C NPI-217C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/無透

明
ｻｲｺﾍﾞﾗﾝRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9704中止 920710収載

NPIC NPI:20 NPI-219C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾝﾃｰﾙ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業 循環機能改善剤 9902中止 900713収載
NPIC NPI311C 1.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
淡赤 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日本薬品工業-日本ｹﾐﾌｧ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0508頃ﾋｰﾄ変更，承継に

伴い(日清ﾌｧﾙﾏより)
NPID NPI:C NPI-217D 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 920710収載
NPID NPI 219D NPI-219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾄﾚｽL錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本薬品工業 持続性脳微小循環改善 9902中止 960705収載
NPID NPI 219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本医薬品工業 持続性脳微小循環改善 99中止 980710収載
NPID NPI 232D NPI-232D 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾚﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日本薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載
NPIE NPI:C20 NPI-217E 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾉﾗﾐﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1003中止 940708収載
NPIF NPI:217F NPI-217F ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾄﾙﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0111中止 980710収載
NPIG NPI:217G NPI-217G ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾙﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0111中止 980710収載
NPIH NPI 114H Ketoners 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾅｰｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 日本薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9211中止
NPIMP NPI:MP NPI-MP:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児

用｢NPI｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

NPIP NPI P5 NPI-P5 5mg：NPI-P5 5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1102ﾋｰﾄ裏記号追加等

NPIP NPI P10 NPI-P10 10mg：NPI-P10
10

裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1102ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加等

NPIR NPI R NPI 214A:5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NPISV NPI217SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾋﾟｼﾞｰﾙ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 進化製薬 循環機能改善剤 9603中止
NPN 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄） 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960614収載

NPP 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0210迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

NPP 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

NPS 糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 97中止 9604社名変更
NPS 糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 0010中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

NPT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾎﾟﾄﾛ20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日清製薬 肝機能改善剤 9601中止
NQ EISAI NQ005 5mg:5 EISAI NQ005 裸錠 黄～橙黄 無 ﾉｲｷﾉﾝ錠5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9706ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
NQ EISAI NQ010 10mg:10 EISAI NQ010 裸錠 黄～橙黄 有 ﾉｲｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9604ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
NQE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾉｲｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾉｲｷﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表記号(5mg)追加

NR n r TTS-660 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

高田製薬･ﾏﾙﾎ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載
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NR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠 ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ錠)，

除等)
NR NR 1 ORGANON NR1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1010社名変更(統合に伴

い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)
NR NR 2 ORGANON NR2:2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1010社名変更(統合に伴

い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)
NR NR2.5 裸錠 白 無 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠2.5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選

択性阻害剤
0409中止 0207ﾋｰﾄ変更
931126収載

NR 裸錠 白 無 ﾆﾄﾛｰﾙ錠5mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg ｴｰｻﾞｲ 狭心症治療剤 0706商品名変更(前:ﾆﾄ
ﾛｰﾙ錠) 舌下錠(狭心症
発作時)

NR Tu 005 Tu NR-005 裸錠(楕円形) 白 有 ﾈﾙﾛﾚﾝ錠｢5｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 催眠鎮静剤
NR 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ錠(5mg) ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 0302SP→PTP ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
NR NR5 裸錠 白 有 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選

択性阻害剤
0409中止

NR Tu 010 Tu NR-010 裸錠(楕円形) 淡黄 有 ﾈﾙﾛﾚﾝ錠｢10｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 催眠鎮静剤
NR NR10：NR10 裸錠 白 無 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠10 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選

択性阻害剤
0409中止 931126収載 割
線に見える模様あり

NR NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
NR NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

NR NR 41:0.25 NR・41/0.25:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 0801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
NR NR100 NISSHIN 裸錠 白 有 ﾅﾛｽﾁﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬・三和化

学研究所
抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

NR NR100 NISSHIN 裸錠 白 有 ﾅﾛｽﾁﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬・三和化
学研究所

抗炎症･鎮痛･解熱剤 0710中止 0306ﾋｰﾄ変更

NR Th 142 裸錠 白 有 ﾅﾛｯﾌﾟ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
NR NR 421 NR421:100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/白 ﾌﾙﾂﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄﾞｷｼﾌﾙﾘｼﾞﾝ 100mg 中外製薬 抗悪性腫瘍剤 1105頃ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ裏

NR421削除等)
NR NR 422 NR422:200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/白 ﾌﾙﾂﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200 ﾄﾞｷｼﾌﾙﾘｼﾞﾝ 200mg 中外製薬 抗悪性腫瘍剤 1010頃ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ裏

NR422削除等)
NR NR450 NR450：300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円

形）
白 無 ｾﾞﾛｰﾀﾞ錠300 ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ 300mg 中外製薬 抗悪性腫瘍剤（手術不能

又は再発乳癌）
0911ﾋｰﾄ若干変更(裏
NR450削除等) 030606収
載

NRD 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ-D錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾒｽﾄﾗﾉｰ
ﾙ

5mg，0.05mg 塩野義製薬 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0903中止 0612ﾋｰﾄ表裏D
追加 0004ﾋｰﾄ変更，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NRD NR-D1 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ-D錠1 塩野義製薬 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 9404中止
NRE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾄﾛｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｴｰｻﾞｲ 狭心症治療剤 9605ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
NRM 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社

名変更
NRM 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
β 遮断剤 9705中止 9509社名変更

NRS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｾﾉｰﾙ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

NRT 糖衣錠 黄赤 無 ﾗﾝﾀｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 微小循環改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

NRT MM 608 MM608:NRT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾝｾﾗｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 森下ﾙｾﾙ 消炎酵素剤 9209中止
NS N S NS501 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｼｪﾄﾗｿﾞｰﾅ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1004迄)
NS NS 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾝﾈﾙﾌﾞ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日新製薬 精神安定剤 07～08頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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NS 40mg 裸錠 白 無 ﾅｲｽﾀｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 1010中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ﾅｲｽ
ﾀｰﾙ錠)

NS NS:5 NS 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｸﾜｰﾙ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日新製薬・第一三共ｴｽ 脳循環･代謝改善剤 1012本体ｺｰﾄﾞ5追加
NS N S NS 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｼｪﾄﾗｿﾞｰﾅ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬 持続性Ca拮抗剤 1004ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
NS Tw 10 Tw.NS10:10 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1006迄) 900713

収載
NS NS 11 NS191：50mg 糖衣錠 白 無 ﾎﾏﾗｲﾄ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日新製薬 筋緊張･循環改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0906迄)

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾏﾗｲﾄ錠)

NS NS 11 NS11 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 ﾎﾏﾗｲﾄ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日新製薬・第一三共ｴｽ 筋緊張･循環改善剤 0906ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
NS NS 12 NS142 糖衣錠 黄 無 ﾆﾁﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日新製薬 筋弛緩･抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0406迄，0406

ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除) 0310本体
ｺｰﾄﾞ追加

NS NS 12 NS12 100:100mg 糖衣錠 黄 無 ﾆﾁﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日新製薬 筋弛緩･抗痙縮剤 0907ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
NS NS 13 NS168:25mg 糖衣錠 淡緑 無 ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ

ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静

剤
旧品名(090925ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠
25mgに変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

NS NS 13 NS13 25mg 糖衣錠 淡緑 無 ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
て)

日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

NS NS 14 NS124:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日新製薬 鎮痙剤 旧品名(090925ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠
10mgに変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

NS NS 14 NS14 10:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日新製薬 鎮痙剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

NS Tw 20 Tw.NS20:20 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 900713
収載

NS NS 21 NS239 0.125:0.125mg 糖衣錠 白～灰白 無 ﾒﾁﾚｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日新製薬・科薬 子宮収縮止血剤 0706中止 0305本体ｺｰﾄﾞ
追加

NS NS 22 NS222：20mg 糖衣錠 白 無 ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬 Ca拮抗性降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)，ﾋｰﾄ
表20mg記載に変更
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠)

NS NS 22 NS22 20mg：20mg 糖衣錠 白 無 ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬 Ca拮抗性降圧剤 1004ﾋｰﾄｺｰﾄﾞNS22追加
NS NS 25 NS25 25:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ﾆﾁﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日新製薬 冠循環改善剤 0912ﾋｰﾄNS25再記載

0308本体ｺｰﾄﾞ化 ﾋｰﾄ記
号削除NS275

NS Tu-NS:0 25 Tu NS-025 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾈｽｹﾞﾝ錠｢0.25｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 辰巳化学・ﾏｲﾗﾝ製薬 睡眠導入剤 0907本体ｺｰﾄﾞ0 25追加
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

NS NS 27 NS27 100:100mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg｢NS｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日新製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

NS NS 33 NS33 糖衣錠 白 無 ﾆﾁﾌｧｰｹﾞﾝ配合錠 日新製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性肝疾患治療
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁﾌｧｰｹﾞﾝ
錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 07
頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除

NS NS 36 NS386 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｬﾙﾏｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1005迄) 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

NS NS 36 NS36 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｬﾙﾏｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 第一三共ｴｽﾌｧ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 1010製造販売元変更(前:
日新製薬)，ﾏｲﾗﾝ製薬中

NS NS 41 NS401：1mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾙｽﾀﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802中止 0606商品名変
更(前:ﾍﾞﾙｽﾀﾁﾝ錠) 0210
本体ｺｰﾄﾞ化

NS NS 51 NS505 10:10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)
020705収載

NS NS 51 NS51 10:10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ H2受容体拮抗剤 1003ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
NS NS 52 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾆｯｼﾝ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日新製薬 持効性Ca拮抗剤 060707収載
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NS NS 53 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ﾆｯｼﾝ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬 持効性Ca拮抗剤 060707収載
NS NS 56 20mg:20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ H2受容体拮抗剤 0708ﾋｰﾄ表NS506 削除
NS NS 112 NS112:0.25mg 裸錠 白 有 ｱｽｺﾏｰﾅ錠0.25 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
睡眠導入剤 0104本体ｺｰﾄﾞ追加

920710収載
NS N3 NS115：NS115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ﾎﾞｲﾝﾘｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
日新製薬 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄)

960705収載
NS NS116 NS116 0.25 裸錠(楕円形) 白 無 ｱﾑﾈｿﾞﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日新製薬･第一三共ｴｽ 睡眠導入剤 0711ﾋｰﾄ表0.25追加
NS NS 117 NS117 60 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿｰﾄ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日新製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛｷｿｰﾄ錠)
NS NS 121 NS121：1mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾃﾙｻﾞﾆﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日新製薬 筋緊張緩和剤 0301本体刻印追加

970711収載
NS NS 14 NS124:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日新製薬 鎮痙剤 旧品名(090925ﾌﾞﾁﾌﾞﾛﾝ錠

10mgに変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
NS NS 耳:NS138 糖衣錠 黄 無 ﾀﾀｰﾀﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日新製薬 筋弛緩剤 9309中止
NS NS141 80：80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾊﾟﾉﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 日新製薬 膵･胆道機能異常改善剤
NS NS 12 NS142 糖衣錠 黄 無 ﾆﾁﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日新製薬 筋弛緩･抗痙縮剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0406迄，0406

ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除) 0310本体
ｺｰﾄﾞ追加

NS NS 耳:NS145 糖衣錠 淡黄 無 ﾐｸﾞﾚﾁｱｼﾞﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 日新製薬 頭痛治療剤 9112中止
NS NS148 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾎﾞﾅﾌｪｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日新製薬 鎮痛･抗炎症剤 9909中止
NS NS150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾒｼﾝPL25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 日新製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
9812中止

NS NS-157 NS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾌﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg 日新製薬 鎮痙剤 中止
NS NS159 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱﾗﾐﾄﾞｰﾙ錠100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 日新製薬 鎮痛･抗炎症剤 02頃中止
NS NS 13 NS168:25mg 糖衣錠 淡緑 無 ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ

ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静

剤
旧品名(090925ﾊﾀﾅｼﾞﾝ錠
25mgに変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

NS NS 耳:NS169 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾟﾘﾐｽﾞﾑ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 30mg 日新製薬 抗不安･緊張･抑うつ剤 9309中止
NS NS 耳:NS172 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾋﾟｳﾑ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 10mg 日新製薬 鎮痙剤 96中止
NS NS 174 TFNT NS174 裸錠 白 有 ﾌｧﾝﾄﾚｰﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 日新製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
NS NS 174 NS174 250mg：250mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾝﾄﾚｰﾝ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 日新製薬-科研製薬 筋緊張性疼痛疾患治療

剤
0803中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｧﾝ
ﾄﾚｰﾝ錠)

NS NS-176 NS176 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾙﾗｲｻﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日新製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 9309中止 900713収載
NS NS-180  NS-180 NS180：NS180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾐｾﾝｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ

ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤
1011中止 0909商品名変
更(前:ﾗﾐｾﾝｽｶﾌﾟｾﾙ)

NS NS 11 NS191：50mg 糖衣錠 白 無 ﾎﾏﾗｲﾄ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日新製薬 筋緊張･循環改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0906迄)
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾏﾗｲﾄ錠)

NS NS NS193：0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾝﾈﾙﾌﾞ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日新製薬 精神安定剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(07～08頃迄)
NS NS201 裸錠 白 有 ｽﾏｶﾙﾀﾞﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日新製薬 高血圧･不整脈治療剤 96中止
NS NS207 裸錠 白 無 ﾗﾖｽ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日新製薬 起立性低血圧･血管性頭

痛治療剤
中止

NS NS 209 NS209：5mg 裸錠 白 無 ﾒﾙｶﾄｱ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日新製薬 β -遮断剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙｶﾄｱ錠)
0810ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除

NS NS 214 NS214 25mg:25mg 裸錠 白 有 ｾﾅﾌﾟﾘﾄﾞ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 日新製薬 持続性ACE阻害剤 990709収載
NS NS 215 NS215 5:5mg 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 日新製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
NS NS 216 NS216 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾙｸｼｰﾙ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日新製薬 心･腎疾患治療剤 0911ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾙｸｼｰﾙ錠)

NS NS 217 NS217 4：4mg 裸錠 白 無 ｺﾌﾒｼﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日新製薬 去痰･気道粘膜疾患治療
剤

1003中止 0304本体ｺｰﾄﾞ
化

NS NS 耳:NS218 裸錠 白 有 ﾌｪｽﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 日新製薬 気管支拡張剤 9112中止
NS NS NS219 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｸﾜｰﾙN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日新製薬 脳循環･代謝改善剤 旧品名(081219ｿｸﾜｰﾙ錠

5mgに変更)，旧ｺｰﾄﾞ
NS NS NS219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｸﾜｰﾙ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日新製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
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NS NS 220 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾀﾜｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 日新製薬 抗不整脈用剤 0906中止 03頃本体ｺｰﾄﾞ
化，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞNS220削除
予定

NS NS221 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日新製薬 血圧降下剤 9906中止
NS NS 22 NS222：20mg 糖衣錠 白 無 ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬 Ca拮抗性降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)，ﾋｰﾄ

表20mg記載に変更
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾎﾟﾈﾝﾄ錠)

NS NS225 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄橙 ﾋﾎﾟｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 日新製薬 微小循環系賦活剤 9309中止 900713収載
NS NS 228 NS228：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗｲﾄﾞﾗｰｽ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 日新製薬 高脂血症治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗｲﾄﾞﾗｰｽ錠)
NS 5mg ﾄﾛｰﾁ 青 無 ﾌｫﾙﾃｶﾞｰﾄﾞ錠口腔用5mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ

(外)
5mg 日新製薬 口腔内炎症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｫﾙﾃｶﾞｰﾄﾞ)，
ﾋｰﾄ表NS235削除

NS NS 236 NS236 10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾓﾝﾛﾋﾞｱ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日新製薬 消化管運動改善剤 0406本体ｺｰﾄﾞ追加
NS NS237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎｰﾋﾞｯｸ錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日新製薬 持続性脳微小循環改善 9909中止 970711収載
NS NS 237 NS237 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾝﾛﾋﾞｱ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日新製薬 消化管運動改善剤 101119収載
NS NS NS:25mg 裸錠 淡黄 無 ﾛﾝｽﾃﾛﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日新製薬-ｾﾞﾘｱ新薬工業 前立腺肥大症･癌治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾝｽﾃﾛﾝ錠)，
ﾋｰﾄNS記載

NS NS 耳:NS239 糖衣錠 白～灰白 無 ﾒﾁﾚｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日新製薬 子宮収縮止血剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄)
NS NS 21 NS239 0.125:0.125mg 糖衣錠 白～灰白 無 ﾒﾁﾚｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日新製薬・科薬 子宮収縮止血剤 0706中止 0305本体ｺｰﾄﾞ

追加
NS NS239:NS 糖衣錠 淡青 無 ﾒﾄﾛﾊﾟﾝ錠 日新製薬 子宮収縮止血剤 9010中止
NS NS 耳:NS240 糖衣錠 淡緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日新製薬 不整脈治療剤 9309中止
NS NS 246 NS246 2:2mg 裸錠 白 有 ﾎﾟﾗﾌﾞﾁﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 日新製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0802中止 0303本体ｺｰﾄﾞ
化

NS NS-247 100mg:NS247 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｴｽﾃﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日新製薬 子宮内膜症治療剤 0702中止 920710収載
NS N2 25単位:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 S-ｶﾙｼﾞｰ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日新製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環障害改善剤 0711ﾋｰﾄ表NS249削除等
NS KY 05 NS250 裸錠 微黄～淡黄 無 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢科薬｣250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 科薬 合成抗菌剤 8909中止
NS NS 250 NS250 10mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙｾｷｵﾝ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日新製薬 低血圧治療剤 1011中止 990709収載
NS NS251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｼﾞｭﾒﾆｰ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 日新製薬 β 遮断剤 中止 920710収載
NS NS252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｼﾞｭﾒﾆｰ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 日新製薬 β 遮断剤 中止 920710収載
NS NS NS254 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｴｱﾊﾟｼﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日新製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
NS NS 257 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾｰﾗｼﾞｰﾙ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日新製薬・ｱｲﾛﾑ製薬 心臓選択性β -遮断剤 07頃ﾋｰﾄ変更(前:NS257)
NS NS 261 NS261：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾏｽﾄﾘｯｸ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日新製薬 消化管運動調律剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏｽﾄﾘｯｸ錠)
NS NS263 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾃﾞｽﾃﾝｽ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 日新製薬 血圧降下剤 中止
NS NS 264 NS264 20：20mg 裸錠 白 有 ｿﾌﾟﾚﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日新製薬 狭心症治療用ISMN製剤 1006日本化薬中止
NS NS265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾀﾜｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 日新製薬 不整脈･狭心症治療剤 9112中止
NS N5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 S-ｶﾙｼﾞｰ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 日新製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 循環障害改善剤 03頃ﾋｰﾄNS268削除
NS NS268 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠  (ﾋｰﾄNS268

は他商品有り)
ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日新製薬 H2受容体拮抗剤 9106中止，大洋薬品に承

継
NS NS 耳:NS269 糖衣錠 白 無 ﾆﾁﾃﾝｼｵｰﾙ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 日新製薬 血圧降下･安定剤 02頃中止

NS NS272：NS272 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾁﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 日新製薬 抗潰瘍･精神安定剤 0802中止
NS NS 25 NS25 25:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ﾆﾁﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日新製薬 冠循環改善剤 0912ﾋｰﾄNS25再記載

0308本体ｺｰﾄﾞ化 ﾋｰﾄ記
号削除NS275

NS NS 耳:NS276 裸錠 淡黄褐 有 ｴﾙﾐｵﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日新製薬 抗ｱﾙﾃﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

96中止

NS NS 278 NS278 10 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾋﾞｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日新製薬 代謝性強心剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾋﾞｷﾉﾝ錠)

NS NS 耳:NS281 裸錠 白 無 ﾋﾟﾘｼﾞﾒｰﾄ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 日新製薬 動脈硬化治療剤 96中止
NS NS 283 NS283 15mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾏｷｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日新製薬・第一三共ｴｽ

ﾌｧ
気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾙﾏｷｰﾙ錠)
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NS NS 286 NS286 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙﾍﾟﾃｨｯｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 日新製薬 切迫流･早産治療剤 1004ﾋｰﾄ表NS286再記載
0812商品名変更(前:ｳﾙﾍﾟ
ﾃｨｯｸ錠)

NS NS 289 NS289 60：NS289 徐放性錠 白 有 ﾐｵｶﾙｼﾞｰ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 日新製薬 抗ｶﾙｼｳﾑ性冠血管拡張
剤

05頃本体ｺｰﾄﾞ追加，割線
無→有

NS NS 290 NS290 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NS｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日新製薬･科研製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
NS NS294 糖衣錠 黄 無 ﾎｰﾋﾞｯｸ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日新製薬 微小循環改善剤 93中止
NS NS295 裸錠 白 無 ﾐｵｶﾙｼﾞｰ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日新製薬 抗ｶﾙｼｳﾑ性冠血管拡張 0212中止
NS NS296 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｸﾞﾘﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 日新製薬 組織修復性抗潰瘍剤
NS NS297 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾍﾞﾙｺｰﾅｿﾌﾄ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日新製薬 高脂血改善･抗動脈硬化

剤
0501中止

NS NS 298 NS298 5:5mg 裸錠 白 有 ｼﾙﾋﾞﾉｰﾙ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 日新製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，第一三共ｴｽﾌｧ

狭心症治療剤 0306本体ｺｰﾄﾞ化

NS NS 耳:NS299 糖衣錠 白 無 ﾏﾘｼｰｽﾞ腸溶錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 日新製薬 脳血流障害改善剤 96中止
NS NS307 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲﾁｱ10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 日新製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 02頃中止 9104変更(製造

元承継の為)
NS NS 318 NS318 40：40mg 裸錠 白 有 ﾙｲﾒﾆｱ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 日新製薬 経口血糖降下剤 0809ﾋｰﾄ表NS318追加等

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙｲﾒﾆｱ錠)

NS NS 33 NS33 糖衣錠 白 無 ﾆﾁﾌｧｰｹﾞﾝ配合錠 日新製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性肝疾患治療
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁﾌｧｰｹﾞﾝ
錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 07
頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除

NS NS 耳:NS333 糖衣錠 白 無 ﾈｵﾆﾁﾌｧｰｹﾞﾝC錠 日新製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性肝疾患治療 9203中止
NS NS 336 NS336 1：1mg 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 日新製薬 経口抗凝血剤 0805ﾋｰﾄ表変更(1mg→

NS336 1) 0711ﾋｰﾄ表変
更(NS336 1→1mg)

NS NS 343 NS343 50:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾕｰﾘｯｸ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日新製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
NS 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾚﾊﾞｽﾀﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日新製薬 肝機能障害改善剤 0712中止 0710ﾋｰﾄ表記

号変更(前:NS344)
NS NS 345 NS345：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌｨｵﾗﾝｽ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日新製薬 骨粗鬆症治療剤 0812商品名変更(前:ﾌｨｵﾗ

ﾝｽ錠)
NS NS 349 100mg:100mg 裸錠 白 無 ﾕｰﾘｯｸ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日新製薬・第一三共ｴｽ 高尿酸血症治療剤
NS NS 耳:NS351 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾍﾑﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 日新製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 02頃中止
NS NS 354 NS354 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢NS｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日新製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

NS NS 355 NS355 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢NS｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日新製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

NS NS 356 NS356 1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢日新｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日新製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

NS NS 357 NS357 3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢日新｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日新製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

NS NS 359 NS359 30mg:30mg 裸錠 赤橙 無 S-ｱﾄﾞｶﾙ錠30mg ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg 日新製薬 血管強化･止血剤 1007ﾋｰﾄ表30mg追加
081219収載(商品名変更
に伴い，前:S-ｱﾄﾞｶﾙ錠)

NS NS 耳:NS360 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾈｵﾌﾗﾋﾞﾝ錠10 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 日新製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 96中止
NS NS 366 NS366 50:50mg 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢NS｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日新製薬 食後過血糖改善剤 090515収載
NS NS 367 NS367 100:100mg 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢NS｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日新製薬 食後過血糖改善剤 090515収載
NS NS 377 NS377：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｲﾋﾞｽ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日新製薬 消炎酵素剤 0802中止 0404本体ｺｰﾄﾞ

追加
NS NS 381 NS381 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｼﾞﾙﾍﾟﾝﾀﾞｰ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日新製薬 抗血小板剤 0909商品名変更(前:ｼﾞﾙ

ﾍﾟﾝﾀﾞｰ錠)，ﾋｰﾄ若干変更
NS NS 36 NS386 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷｬﾙﾏｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日新製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1005迄) 0802

販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

NS NS 387 NS387 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｽﾀﾐｵﾝ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日新製薬･科研製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
NS NS 388 NS388 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｽﾀﾐｵﾝ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日新製薬･科研製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
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NS NS395 裸錠 白～淡褐白 有 ﾍﾞﾙｼｰﾈ内服錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

日新製薬 腫脹緩解用酵素剤 0206中止 950707収載

NS NS 41 NS401：1mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾙｽﾀﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802中止 0606商品名変
更(前:ﾍﾞﾙｽﾀﾁﾝ錠) 0210
本体ｺｰﾄﾞ化

NS NS 410 NS410 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾁﾑｹﾝﾄ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載
NS NS 411 NS411 20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾁﾑｹﾝﾄ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日新製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
NS NS 414:5 NS414 5:5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡赤 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
091113収載

NS NS 415:10 NS415 10:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

091113収載

NS NS 416:5 NS416 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

NS NS417:1 0 NS417 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢NS｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日新製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

NS N S NS501 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｼｪﾄﾗｿﾞｰﾅ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1004迄)
NS NS 502 NS502 5:5mg 裸錠 薄桃 有 ｼﾝﾍﾞﾉﾝ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日新製薬・第一三共ｴｽ

ﾌｧ
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0007販売

NS NS 51 NS505 10:10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)
020705収載

NS NS 56 20mg:20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾘｯｸ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ H2受容体拮抗剤 0708ﾋｰﾄ表NS506 削除
NS NS 507 NS507 1：1mg 裸錠 白 有 ｶｽﾞﾏﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ，第
一三共ｴｽﾌｧ

血圧降下剤 040709収載

NS NS 508 NS508 2：2mg 裸錠 淡橙 有 ｶｽﾞﾏﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ，第
一三共ｴｽﾌｧ

血圧降下剤 040709収載

NS NS 510 NS510 10：10mg 裸錠（口腔内
崩壊）

白 無 ｶﾞｽﾘｯｸD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬・沢井製薬，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 05頃沢井製薬販売開始
040709収載

NS NS 511 NS511 20：20mg 裸錠（口腔内
崩壊）

白 有 ｶﾞｽﾘｯｸD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日新製薬・沢井製薬，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 020705収載

NS NS 512:5 NS512 5 裸錠 黄白 有 ｶｵﾙﾄｰﾝ錠5 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日新製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
NS NS 514 NS514 10：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶｵﾙﾄｰﾝ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日新製薬-日新薬品 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
NS NS 515 NS515 20：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｶｵﾙﾄｰﾝ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日新製薬-日新薬品 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
NS NS 517 NS517 4:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆﾌﾟﾛｽ錠4mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日新製薬･科研製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
1001ﾋｰﾄ表NS517追加等
060707収載

NS NS 518 NS518 5：5mg 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾘｯﾁ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日新製薬・科研製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

NS NS 519 NS519 10：10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾘｯﾁ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日新製薬・科研製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

NS NS 522 NS522 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾚｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
NS NS 523 NS523 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾚｰﾙ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
NS 0.1 NS524 0.1mg:0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾗﾅｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

060707収載

NS 0.2 NS525 0.2mg:0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾗﾅｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日新製薬・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

060707収載

NS NS 527 NS527 10:10mg 裸錠 薄桃 有 ｼﾝﾍﾞﾉﾝ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日新製薬・第一三共ｴｽ
ﾌｧ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0607販売

NS NS 530 NS530 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日新製薬 消化管運動賦活剤 080704収載
NS NS 534 NS534 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢NS｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
日新製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗剤)
080704収載

NS NS 535 NS535 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢NS｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日新製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

080704収載

NS NS 536 NS536 0.1:0.1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢日新｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日新製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

NS NS 537 NS537 0.2:0.2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢日新｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日新製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

NS NS 541 NS541 2.5:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
NS｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日新製薬･第一三共ｴｽ
ﾌｧ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

091113収載
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NS NS 542:5 NS542 5:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢NS｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日新製薬･第一三共ｴｽ
ﾌｧ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗剤)

091113収載

NS NS 543 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾆﾌﾟﾛｽ錠2mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日新製薬・科研製薬 高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

070706収載

NS NS 544:8 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆﾌﾟﾛｽ錠8mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日新製薬・科研製薬 高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

070706収載

NS NS 552 NS552 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾗｼﾞｰﾙ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日新製薬 心臓選択性β -遮断剤 1005発売
NS NS 554:1 NS554 1:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢

NS｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日新製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

NS NS 555:2 NS555 2:2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
NS｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日新製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

NS NS 556:4 NS556 4:4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NS｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日新製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

NS NS 557 NS557 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢日
新｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日新製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

NS NS 558 NS558 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢日
新｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日新製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

NS NS 606 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳﾛﾆｼﾞｸｽ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 日新製薬 合成抗菌剤 99頃中止

NS NS 607 裸錠 灰褐 有 ｳﾛﾆｼﾞｸｽ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 日新製薬 合成抗菌剤 9112中止
NS NS 耳:NS2551 糖衣錠 淡紅 無 ﾌﾟﾚｽﾌｫｰﾙ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 日新製薬 血圧降下剤 9309中止
NS NS 耳:NS2553 糖衣錠 淡紅 無 ﾌﾟﾚｽﾌｫｰﾙ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 50mg 日新製薬 血圧降下剤 96中止
NS NS 耳:NS2621 糖衣錠 黄 無 ﾋﾟﾘﾁﾉｰﾙ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ 塩酸ﾋﾟﾘﾁｵｷｼﾝ 100mg 日新製薬 脳機能･代謝改善剤 9005中止
NS NS 耳:NS3392 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 日新製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 96中止
NSC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製

薬
H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

NSF 裸錠 黄 有 ｼﾝﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 日清製薬 高脂質血症改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9508中止
NSL 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9604社
名変更

NSL 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9908中止 9604社名変更

NSR NSR 25:Pfizer NSR 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾗﾗ錠25mg ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ 0911ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
070921収載

NSR NSR 50:Pfizer NSR 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾗﾗ錠50mg ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ 0912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
070921収載

NSR NSR 100:Pfizer NSR 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｾﾗﾗ錠100mg ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ 0912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
070921収載

NSS N SS05 裸錠 白 有 ｼﾐﾅﾝS ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日清製薬 降圧剤 9305中止
NST 糖衣錠 淡青緑 無 ﾅｰｼｽ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬 抗不安剤 9609中止 ﾅｰｼｽｶﾌﾟｾﾙ5

と本体ｺｰﾄﾞ同じ
NSU n SU50

Y-SU50
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本医薬品工業-吉富製

薬
虚血性心疾患治療剤 9907中止 9811変更

NSU n SU50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0305ﾋｰﾄ表50mg追加，裏
ｶﾀｶﾅ記載など

NSU 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

赤紫 ｽｲｸﾘｼﾝ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日研化学

慢性膵炎治療剤 0301中止 0107製造元社
名変更(前:日清製粉)

NSZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾁｰﾑ5 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

NSZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾁｰﾑ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

NT CH-NT 裸錠(長円形) 淡褐 有 ﾅﾘｽﾛﾝ500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 長生堂製薬 合成抗菌剤 94中止
NT SW-NT 裸錠 白 有 ﾉｲﾀｰｾﾞ90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 沢井製薬 消炎酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)
NT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾚﾌﾟﾀﾝ錠 塩酸ﾎﾐﾉﾍﾞﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで) 0102本

体ｺｰﾄﾞ追加 8905色変更
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NT Tu-NT 0.25 Tu NT-025 裸錠 白 有 ﾈｽﾄﾛｰﾑ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

睡眠導入剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｽﾄﾛｰﾑ錠)

NT NT 1:☆ORGANON NT1:25mg 裸錠 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾋﾞｼｮｯ
ﾄ錠25)

NT NT 2 NT 2:Organon NT2:50mg 裸錠(長円形) 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾋﾞｼｮｯ
ﾄ錠50)

NT NT3:Organon NT3 裸錠(長円形) 白 無 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 060707収載

NT n NT5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 970711収載
NT n NT10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 0211ﾋｰﾄ変更，10mg追

加，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 970711収載

NT 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾅﾄﾌｪﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日清製粉-日清製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 9512中止

NT SW 218 SW-218 30mg：30mg 裸錠 白 無 ﾉｲﾀｰｾﾞ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 0912中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾉｲ
ﾀｰｾﾞ30)

NT NT 235:05 0.5mg NT-235 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
NT NT 236:1 1mg NT-236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
NT NT 237:2 2mg NT-237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
NT NT 238:3 NT-238 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢NT｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 抗精神病剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
NT NT 240:5 NT-240 5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢NT｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 1101ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
NT NT 241:10 NT-241 10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢NT｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
NT NT 246 NT-246 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢NT｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
1006販売休止 080704収
載

NT NT 247 NT-247 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢NT｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

NT NT 248:50 NT-248 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 消化管運動賦活剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
NT NT 250 NT250 5mg:NT250 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢

NT｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止

NT NT 251 NT251 10mg:NT251 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
NT｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止

NT NT 252 NT-252 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠10mg｢NT｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤／高血
圧･狭心症治療剤

080704収載

NT NT 253 NT-253 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢NT｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤／高血
圧･狭心症治療剤

080704収載

NT NT 254 NT-254 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠40mg｢NT｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤／高血
圧･狭心症治療剤

080704収載

NTC NTC250 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤/黄 ﾅﾂﾒﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 同仁医薬化工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 中止
NTG C 裸錠 淡橙 無 ﾆﾄｷﾞｽ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆﾄｷﾞｽ錠
NTR NTR 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0205

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

NTR NTR 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NTT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾄﾉｰﾙ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ
ﾝ錯化合物

5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 胃潰瘍治療剤 0012中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96社
名，色変更
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NU NU:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ] 裸錠 黄～淡黄褐 無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠剤 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ
酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

17.5mg，
232.5mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0401製造元変更，旧ﾋｰﾄ
（0401迄）

NU
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NULANZYM NU LANZYME-10 裸錠 白 無 ﾗﾝﾁｰﾑ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日水製薬 消炎酵素剤 0111中止
NULANZYM NU LANZYME-30 裸錠 白 無 ﾗﾝﾁｰﾑ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日水製薬 消炎酵素剤 0111中止
NULEVAN NU LEVAN-100 糖衣錠 白 無 ﾚﾊﾞﾝ100糖衣錠 肝臓加水分解物 100mg 日水製薬 肝臓疾患用剤 0312中止 0212頃記号削

除，ﾋｰﾄ商品名記載
NUT 裸錠 黄又は淡黄

褐
無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠剤 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ

酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ
17.5mg，
232.5mg

三亜製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで)
9409SP->PTP変更に伴
い記号も変更

NUTBIS NUT-BIS 裸錠 黄又は淡黄
褐

無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠剤 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ
酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

17.5mg，
232.5mg

ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ製薬 胃炎･十二指腸潰瘍･胃
潰瘍

旧ｺｰﾄﾞ(9911まで) 9701記
号変更(社名変更の為)

NUTSA NUT，SA 裸錠 黄又は淡黄
褐

無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠剤 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ
酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

17.5mg，
232.5mg

三亜製薬 消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9408まで)

NV 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠 ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 5mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0008中止 9809ﾋｰﾄ変更
(5NV削除)

NV NV5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微帯黄白 有 ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ
NV 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢50｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9612中止 8712ｼｰﾄ変更
NV NV 128 10 NV128 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/くすん

だ黄赤
ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-田辺製

薬，ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ
HMG-CoA還元酵素阻害
剤

03中止(錠収載に伴い)
0210ﾋｰﾄ変更 980828収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

NV NV 130 20 NV130 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤黄/灰赤
黄

ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-田辺製
薬，ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

03中止(錠収載に伴い)
0209ﾋｰﾄ変更 980828収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

NV NV 131 30 NV131 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/灰赤黄 ﾛｰｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-田辺製
薬，ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

03中止(錠収載に伴い)
0209ﾋｰﾄ裏変更 980828
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

NV N V:132 20mg：20mg NV132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠20mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0210ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NV N V:133 40mg：40mg NV133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠40mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0209ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NV N V:134 80mg：80mg NV134 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠80mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 80mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

03頃ﾋｰﾄ変更 0209ﾋｰﾄ裏
変更 001117収載，ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NV NV 135 160mg:160mg NV135 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（長円
形）

白 有 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠160mg ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 160mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ

041215収載

NV NV:136 NV 136 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｺﾃﾞｨｵ配合錠MD ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ

80mg，
6.25mg

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ/利尿薬合剤

090313収載

NV NV:137 NV 137 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄赤 無 ｺﾃﾞｨｵ配合錠EX ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ，ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ

80mg，
12.5mg

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ/利尿薬合剤

090313収載

NV NV:140 NV140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯黄白 無 ｴｯｸｽﾌｫｰｼﾞ配合錠 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ，ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑ
ﾛｼﾞﾋﾟﾝ

80mg，5mg(ｱ
ﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとし
て)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的AT1受容体ﾌﾞﾛｯ
ｶｰ/持続性Ca拮抗薬合
剤

100416収載

NV NV 175 NV175 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｰｺｰﾙ錠10mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg（ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

NV NV 176 NV176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｰｺｰﾙ錠20mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg（ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

NV NV 177 NV177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｰｺｰﾙ錠30mg ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg（ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ HMG-CoA還元酵素阻害
剤

NV NV 198 198 糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ錠 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 片頭痛治療剤 0803中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｶﾌｪ
ﾙｺﾞｯﾄ)，ｺｰﾄﾞ変更

NV S Tu NV｢500｣ 裸錠 黄 有 ﾉﾎﾞｽﾃﾉﾝ錠｢500｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 辰巳化学 合成抗菌剤 96中止
NVHG NV：H G 2mg：2mg HG 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環改善剤 0710本体ｺｰﾄﾞ変更
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NVOL NV：OL 1mg：1mg OL 裸錠 白 無 ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ)

NVOT NV:O T 1mg：1mg OT 裸錠 白 有 ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ
ﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ)
0802ｺｰﾄﾞ変更

NVP 裸錠 白 無 ﾊﾞｽﾌﾟﾚﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳血流障害改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

NVR NVR:C 錠剤 白～黄のま
だら

無 ｻｰﾃｨｶﾝ錠0.25mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ 0.25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 070316収載

NVR NVR:CH 錠剤 白～黄のま
だら

無 ｻｰﾃｨｶﾝ錠0.5mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 070316収載

NVR NVR:CL 錠剤 白～黄のま
だら

無 ｻｰﾃｨｶﾝ錠0.75mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ 0.75mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 070316収載

NVR NVR:5 5mg:NVR5 5mg 裸錠(長円形) 白～微黄白 無 ｱﾌｨﾆﾄｰﾙ錠5mg ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ 5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤(mTOR阻
害剤)

100416収載

NVR NVR 10 10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ10mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

0612本体ｺｰﾄﾞ変更

NVR NVR 25mg 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

0612本体ｺｰﾄﾞ変更

NVR NVR 50mg 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

0702本体ｺｰﾄﾞ変更

NVREA NVR EA 5mg NVR EA 5mg：5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾅﾎﾞﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ﾄﾛﾋﾟｾﾄﾛﾝ 5mg（ﾄﾛﾋﾟｾﾄ
ﾛﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-協和発酵
ｷﾘﾝ

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0810販売元社名変更，合
併に伴い(前:協和発酵工
業) 0706ｺｰﾄﾞ変更

NVRFB NVR:F B NVR FB 裸錠 白～微黄白 有 ｴｸｱ錠50mg ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 選択的DPP-4阻害薬[2
型糖尿病治療薬]

100416収載

NVRIL NVR:IL NVR IL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾗｼﾞﾚｽ錠150mg ﾌﾏﾙ酸ｱﾘｽｷﾚﾝ 150mg(ｱﾘｽｷ
ﾚﾝとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 直接的ﾚﾆﾝ阻害剤 090904収載

NVRJ NVR:J 125 125mg:NVR J 125 125mg 裸錠 白～微黄白 無 ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠125mg ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 125mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鉄ｷﾚｰﾄ剤 080613収載
NVRJ NVR:J 500 500mg:NVR J 500 500mg 裸錠 白～微黄白 無 ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠500mg ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 500mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鉄ｷﾚｰﾄ剤 080613収載
NVRSA NVR：S A 100mg：100mg NVR SA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ くすんだ黄赤

～濃黄赤
有 ｸﾞﾘﾍﾞｯｸ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｲﾏﾁﾆﾌﾞ 100mg(ｲﾏﾁﾆ

ﾌﾞとして)
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤(ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ

ｾﾞインヒビター）
050610収載

NVRSI NVR SI NVR SI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｸﾞﾘﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾒｼﾙ酸ｲﾏﾁﾆﾌﾞ 100mg(ｲﾏﾁﾆ
ﾌﾞとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤(ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ
ｾﾞインヒビター）

0607中止 011207収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NVRTKI NVR TKI 200mg:NVR TKI 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾀｼｸﾞﾅｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾆﾛﾁﾆﾌﾞ水和物 200mg(ﾆﾛﾁﾆ
ﾌﾞとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤(ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ
ｾﾞｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

090313収載

NVT 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢25｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 25mg ｱｲﾛﾑ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0604社名変更(前:小林製
薬工業) 0504承継，販売
移管(藤沢薬品より) 0203
ﾋｰﾄ裏変更

NVXC NV:X C 2.5mg：XC 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ
2.5mg) 0702本体ｺｰﾄﾞ変

NVXJ NV:X J 1mg：1mg XJ 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 淡赤 有 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠1mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 作用持続性高血圧症治
療剤

1003中止 0711本体ｺｰﾄﾞ
変更

NX GSNX3 25 GSNX3 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠25mg ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞｵﾗﾐﾝ 25mg(ｴﾙﾄﾛﾝ
ﾎﾞﾊﾟｸﾞとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 経口血小板増加薬/ﾄﾛﾝ
ﾎﾞﾎﾟｴﾁﾝ受容体作動薬

101210収載

NY NY 313 NY313 5mg:5mg 糖衣錠 白～黄み白 無 ｶﾁｰﾌN錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 日本製薬-武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾁｰﾌN錠，
5mgと10mgが同じ品名

NY NY 314 NY314 10mg:10mg 糖衣錠 白～黄み白 無 ｶﾁｰﾌN錠10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg 日本製薬-武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾁｰﾌN錠，
5mgと10mgが同じ品名

NY NY 333 NY333 5mg:5mg 裸錠 薄橙黄～薄
黄

無 ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠 葉酸 5mg 日本製薬 葉酸製剤 0201ﾋｰﾄ変更 9706ﾋｰﾄ変
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NYC NiA 裸錠 白 無 ﾅｲｸﾘﾝ錠 ﾆｺﾁﾝ酸 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾆｺﾁﾝ酸製剤 旧品名，ｺｰﾄﾞ(0606商品
名変更に伴い，新：ﾅｲｸﾘ
ﾝ錠50mg）

NYSCAP NYSCAP NYSCO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾆｽｷｬｯﾌﾟ dl-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐ 8mg ｴｽｴｽ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(92まで)
NYSCAPNY
SCAP

NYSCAP NYSCAP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾆｽｷｬｯﾌﾟ dl-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐ
ﾝ

8mg ｴｽｴｽ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 93本体
ｺｰﾄﾞ変更

NYSCO NYSCAP NYSCO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾆｽｷｬｯﾌﾟ dl-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐ 8mg ｴｽｴｽ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(92まで)
NZ NZ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬

工業
持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

NZ NZ 1 NZ1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9812ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載)，表裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

NZ NZ 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

NZ NZ 2 NZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9902ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載) ﾋｰﾄ表裏商品名記載

NZ NZ 4 NZ4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠40 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 981204収載 ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NZ NZ 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠40 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 981204収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NZ EISAI NZ010 10mg:EISAI NZ010 裸錠 白 無 ﾉｲﾁｰﾑ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9910製造元変更  9704
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NZ EISAI NZ030 30mg:30 EISAI NZ030 裸錠 白 無 ﾉｲﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9910製造元変更 9703ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NZ EISAI NZ090 90mg:90 EISAI NZ090 裸錠 白 無 ﾉｲﾁｰﾑ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消炎酵素剤 9910製造元変更 9704ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NZ NZ112SV 裸錠 白 無 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠SV ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 進化製薬 催眠鎮静剤 9603中止
NZ 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠｢BMT｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 催眠鎮静剤 92中止
NZI NZ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬

工業
持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

NZP 裸錠(楕円形) 白 無 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更

NZSV NZ112SV 裸錠 白 無 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠SV ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 進化製薬 催眠鎮静剤 9603中止
NZT NZT NZT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0207中止 020705収載
NZT NZT 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱﾃﾐﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄)

020705収載
O 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｲｸｿﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富山化学工業 抗悪性腫瘍剤 9209中止
O MS O02 MS OD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｺﾛｼﾞﾗﾝ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 明治製菓 冠血管拡張剤 9002中止
O KB O15 γ Z15 耳:γ -OZ15mg 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠(15mg) ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載
O O.S O-20 O.S-OS･20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠20 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
O 裸錠 白 有 ﾑﾛﾋﾞﾉﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg ﾏﾙｺ製薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 0209中止 9801ﾋｰﾄ変更
O O.S O-30 O.S-OS･30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠30 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
O 0:PT 324 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺｰﾄﾘﾙ錠)
O M O M 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｽ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

O.S O.S 1 O.S1 10mg：10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾙﾌﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ
ﾏ，日医工

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

1001ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ中止
0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0906日医工中
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O.S O.S 2 O.S2 20mg：20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾙﾌﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ
ﾏ，日医工

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

1001ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ中止
0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0909日医工中

O.S.T.ﾐｯｸｽ 耳:O.S.T.ﾐｯｸｽ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 桃/白 O･S･T･ﾐｯｸｽ，ｶﾌﾟｾﾙ 帝三製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB配合剤 0101中止 99ﾋｰﾄ耳変更
O.SA O.S A0.5 O.S-A0.5 0.5mg:0.5 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.SA O.S A1.0 O.S-A1.0 1.0mg:1.0 1.0mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠1.0 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.SA O.S A-50 AR-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
O.SA O.S A-100 AR-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
O.SAF O.S-AF 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾗｹﾞﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎鎮痛剤 9504中止
O.SB O.S B-10 O.S-B10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾊｲｽﾄ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血管拡張性降圧剤 9804中止
O.SB O.S B-30 O.S-B30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾊｲｽﾄ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血管拡張性降圧剤 9804中止
O.SBF O.S-B･F 糖衣錠 淡緑 無 ﾌﾞﾚﾒﾝF錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 4万単位 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎酵素剤 9501中止
O.SBH O.S BH O.S-BH 裸錠 白 無 ﾋﾞﾍﾙｽ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0907中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.SBN O.S-BN 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾞﾛﾏﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 尿酸排泄薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.SBP O.S BP O.S-BP 4mg：4mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気道粘液溶解剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠)

O.SBP O.S BP O.S-BP 4mg：4mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気道粘液溶解剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠)

O.SBR O.S BR O.S-BR 15.0mg:15.0mg 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｰﾐｨ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 気道潤滑去痰剤 0904中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.SCAR O.S-CAR 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾄﾏ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 虚血性心疾患治療剤 9310中止
O.SCL O.S CL O.S-CL 裸錠 淡ﾋﾟﾝｸ 有 ｸﾛﾅﾘｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9504中止
O.SCR O.S CR-25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/肌 ｺﾗﾁｰﾑ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血流促進剤 9804中止
O.SCR O.S CR-50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/肌 ｺﾗﾁｰﾑ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血流促進剤 9804中止
O.SDM O.S DM O.S-DM 裸錠 白 有 ｼﾞｳﾒﾁﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 降圧剤 9804中止
O.SEL O.S EL O.S-EL 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾀｸﾚｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高脂血症治療剤 1005中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾀｸﾚｰﾄ錠)

O.SGB O.S-CB 10mg：10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｶﾙｼﾞｵﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0711中止
O.SHS O.S-HS12.5 12.5mg：

12.5mg
糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0905中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
O.SHSF O.S-HS･F25 25mg：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0911中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
O.SHT O.S-HT10 10mg:10 10mg 糖衣錠 橙 無 ﾊｰﾄｼﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 代謝性強心剤 0711中止
O.SKY O.S-KY O.S-KY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｭｰｶﾙｶﾌﾟｾﾙ286mg 球形吸着炭 286mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 慢性腎不全用剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200と規格異なる

O.SL O.S L-90 O.S-L90 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｵｦﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎酵素剤 9501中止
O.SM O.S M25 O.S-M25 25mg:25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.SM O.S M50 O.S-M50 50mg:50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄ表
面には月→日の表示有り
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O.SMA O.S MA06 O.S-MA06 6mg:6mg 裸錠 白 無 ﾒﾆｴｰｽ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 めまい･平衡障害治療剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.SMZ O.S MZ O.S-MZ 3mg：3mg 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠)

O.SO O.S O-20 O.S-OS･20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠20 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
O.SO O.S O-30 O.S-OS･30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠30 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
O.SP O.S P O.S-P 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｺｽﾛﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 緩下剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
O.SPAD O.S-PAD PAD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/肌 ﾊﾟﾃﾞｽｷﾝ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 膵･胆道系鎮痙剤 9504中止
O.SPCD O.S PCD O.S-PCD 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｸﾛｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 血液凝固阻止剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
O.SPL O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ｵｦﾀ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣) 0112ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

O.SPL O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

旧品名(090601ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ
錠1mg｢日医工｣に変更)

O.SPLF O.S PL-F O.S-PL･F 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙF錠｢ｵｦﾀ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧･狭心症・頻脈治
療剤

旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠5mg｢ﾃｲｺｸ｣)

O.SPLF O.S PL･F O.S-PL･F 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢ﾃｲｺｸ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高血圧･狭心症・頻脈治
療剤

0909中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.SPR O.S PR O.S-PR 25mg：25mg 裸錠 白～微黄 無 ﾌﾟﾛﾀｰｹﾞﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0906中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.SPR O.S PR O.S-PR 25mg：25mg 裸錠 白～微黄 無 ﾌﾟﾛﾀｰｹﾞﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0906中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.SPRT O.S-PRT 糖衣錠 桃 無 ﾋﾟﾘﾄｼﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 92中止
O.SR O.S R O.S-R 裸錠 淡橙 無 ﾚｼﾈｰﾄ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧治療剤 9504中止
O.SRP O.S RP O.S-RP 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾛｽﾎﾟﾘｱ錠1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-あすか製

薬，武田薬品工業
止瀉剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛｽ
ﾎﾟﾘｱ錠)，ﾋｰﾄ表1mg追加

O.SRS O.S-R･S 糖衣錠 淡青 無 ﾚｼﾈｰﾄS錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧治療剤 9504中止
O.SSE O.S-SE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝｴｯｸ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 微小循環改善剤 9504中止
O.SSN O.S SN O.S-SN:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｽﾅｰﾎﾞ錠10 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血管障害改善剤 9804中止 920710収載
O.SST O.S ST10 O.S-ST10 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

O.SST O.S ST30 O.S-ST30 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

O.SST O.S ST30 O.S-ST30 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

O.STK O.S TK O.S-TK 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘｷﾉｼﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 消化管運動調律剤 0907中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.STX O.S TX O.S-TX 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠｢ｵｦﾀ｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9504中止
O.SUR O.S UR O.S-UR 裸錠 淡橙 有 ｳﾛﾀﾞｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 利尿降圧剤 9504中止
O.SV O.S-V 0.25 0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～淡黄

褐
ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -

OH-D3製剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ
0.25)

O.SV O.S-V 0.5 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～微黄 ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ

O.SV O.S-V 1.0 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑～緑 ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ

OA MED 113 MED-113 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ｵﾍﾟｱﾐﾝ錠2.5 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

血糖降下剤 0212ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など 98ﾋｰﾄ裏記号
(MED-OA2.5)削除
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OC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｸｽﾌﾟﾚｺｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 長生堂製薬 狭心症･頻脈性不整脈治
療剤

9809ﾋｰﾄ変更

OCF 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 940708
収載

OD M 132 M132 100mg OD:100mg
OD

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠100mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 101119収載

OD M 131 M131 50mg OD:50mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠50mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾏｲﾗﾝ製薬 食後過血糖改善剤 101119収載

OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
CH｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

OD EE 210:2.5 EE 210 OD 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

OD KN 306:2.5
OD:2.5mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
KN｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

OD SW A1:2.5 SW-A1 OD:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

091113収載

OD FS 2 FS2 2.5mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾌ
ｿｰ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症・狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗剤

091113収載

OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

OD EE 211:5 EE 211 OD 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
EMEC｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

OD KN 307:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

OD SW A2:5 SW-A2 OD:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

091113収載

OD FS 5 FS5 5mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾌｿｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症・狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗剤

091113収載

OD DS 574:10 DS574 OD 10mg:OD
10mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

OD KH 022 KH022 2.5mg:OD 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

極薄黄 無 ｱﾚﾛｯｸOD錠2.5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 2.5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 101119収載

OD KH 023 KH023 5mg:OD 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

極薄黄 有 ｱﾚﾛｯｸOD錠5 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 101119収載

OD 錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0911頃ﾋｰﾄ変更(表2追加
等) 070706収載

OD EE 67:1 EE67 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢
EMEC｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

OD KN 356:1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

OD GL 1 GL1 OD:GL 1 1 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

OD EE 68:3 EE68 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢
EMEC｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

OD KN 357:3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

OD GL 3 GL3 OD:GL 3 3 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

OD SW 252 SW-252 OD:10 mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩OD錠
10mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

100528収載

OD SW 251 SW-251 OD:5 mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩OD錠5mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

100528収載

OD MS 011:0.1
mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢明治｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 明治製菓 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

OD MS 012:0.2
mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢明治｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 明治製菓 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

OD PT N06:10
mg OD

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載
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OD JG C24 JG C24 0.25:OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢
JG｣

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大興製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤(口腔内崩壊
錠)

101119収載

OD MK 27:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

OD MK 28:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工-明治製菓 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

OD JG 56 JG 56 15:15 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(淡褐～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(口腔
内崩壊錠)

101119収載

OD JG 57 JG 57 30:30 OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(淡褐～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
JG｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(口腔
内崩壊錠)

101119収載

OD SW RP7 SW-RP7:3mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 沢井製薬 抗精神病剤 100528収載

OD NPI 125:0.1 NPI125 OD0.1:0.1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

OD NPI 126:0.2 NPI126 OD0.2:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢ｹﾐﾌｧ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

OD M 652:0.2 M652 OD 0.2:OD 0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ﾏｲﾗﾝ製薬・ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

OD M 653:0.3 M653 OD 0.3:OD 0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾏ
ｲﾗﾝ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ﾏｲﾗﾝ製薬・ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

OD RU 203P:0.5 0.5 RU 203P：0.5mg 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本新薬 ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄) 0712承
継(ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽより)

OD RU 203K:1 1 RU 203K：1mg 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本新薬 ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0903頃迄) 0712
承継(ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽより)

OD AML RIS:OD 1 OD1 1mg:AML RIS OD1
OD1

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 091113収載

OD AML RIS:OD 2 OD2 2mg:AML RIS OD2
OD2

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 091113収載

OD KW AM:OD OD2.5:KW AM OD OD2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

OD NPI 118 NPI-118 OD 2.5:2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

OD MS 005
2.5mg:2.5mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢明
治｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

明治製菓 持続性Ca拮抗薬 091113収載

OD 錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

091113収載

OD KW AM5:OD 5 OD5:KW AM5 OD5 OD5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

共和薬品工業 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗薬

091113収載

OD NPI 119:5 NPI-119 OD 5:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日本薬品工業･日本ｹﾐﾌｧ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

OD MS 006:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢明
治｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

明治製菓 持続性Ca拮抗薬 091113収載

OD 50 錠剤(口腔内崩
壊錠)

微黄～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 100528収載

OD SW PLZ:75 SW-PLZ OD:OD 75 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸOD錠75mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ 75mg 沢井製薬 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 101119収載

OD 100 錠剤(口腔内崩
壊錠)

微黄～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 100528収載

OD MS 004
100mg:100mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg｢明
治｣

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 明治製菓 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

OF OF 50mg：50mg 裸錠 白 有 ｵﾘﾌｪﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 岩城製薬 排卵誘発剤 0707中止 0409ﾋｰﾄ変更
OF WELLCOME O2F WELLCOME O2F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9712

ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名
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OG OG01 OG01 Otsuka 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 ﾊｲｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 大塚製薬 高脂血症治療剤，心身症
治療剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲｾﾞｯﾄ錠50)
0106ﾋｰﾄ変更 9706ﾋｰﾄ表
変更(50削除)，商品名記

OG OG02 OG02 Otsuka 25mg:25mg 糖衣錠 白 無 ﾊｲｾﾞｯﾄ錠25mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 25mg 大塚製薬 高脂血症治療剤，心身症
治療剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲｾﾞｯﾄ錠25)
0107ﾋｰﾄ変更 9707ﾋｰﾄ表
変更(25削除)，商品名記

OG OG:15 OG15 Otsuka 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾐｹﾗﾝ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大塚製薬 β -ﾌﾞﾛｯｶｰ 0112ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載

OG OG16 OG16 OG16 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾐｹﾗﾝLAｶﾌﾟｾﾙ15mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 15mg 大塚製薬 徐放性高血圧治療剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐｹﾗﾝLA)
0111ﾋｰﾄ変更裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

OG OG18 OG18 OG18 100mg:100mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大塚製薬 抗血小板剤 100423収載

OG OG 19 OG19 50mg:50mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大塚製薬 抗血小板剤 100423収載

OG O G:21 OG21 Otsuka 50μ g:50μ
g

裸錠 白 有 ﾒﾌﾟﾁﾝ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 大塚製薬 気管支拡張剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾟﾁﾝ錠)
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など

OG O G:22 OG22 Otsuka 25μ g:25μ
g

裸錠 白 有 ﾒﾌﾟﾁﾝﾐﾆ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 大塚製薬 気管支拡張剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾟﾁﾝﾐﾆ錠)
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)など

OG OG23 OG23 Otsuka
250mg:250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾚﾙｺ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大塚製薬 高脂血症治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾚﾙｺ) 0203
ﾋｰﾄ変更，表Otsuka
OG23追加，裏商品名記

OG OG 26 OG26 HYDRA 裸錠 白又は微黄 有 ﾋﾄﾞﾗ錠｢ｵｰﾂｶ｣50mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 50mg 大塚製薬工場-大塚製薬 結核化学療法剤 0109ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載
OG OG30 OG30 OG30 100mg:100mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾀｰﾙ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大塚製薬 抗血小板剤 1103中止 0906本体ｺｰﾄﾞ

追加(前:OG30），割線追
OG OG31 OG31 Otsuka 50mg:50mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚﾀｰﾙ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大塚製薬 抗血小板剤 1103中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾚ
ﾀｰﾙ錠50)

OG OG 32 60mg：Otsuka OG32 裸錠 淡黄白 有 ｱｰｷﾝZ錠60 ﾍﾞｽﾅﾘﾉﾝ 60mg 大塚製薬 経口強心薬 0904頃中止
OG OG 33 OG33 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺｽﾀ錠100 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大塚製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0905迄)
OG OG:51 OG51 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｨｽﾞﾘﾝ錠30mg 塩酸ﾓｻﾞﾊﾞﾌﾟﾀﾝ 30mg 大塚製薬 V2-受容体拮抗剤 060915収載
OG OG 52 OG52 Otsuka

300mg:300mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠300mg 塩化ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ 300mg 大塚製薬 ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠
300) 0205ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

OG OG 53 OG53 Otsuka
100mg:100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠100mg 塩化ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ 100mg 大塚製薬 ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｶﾙﾁﾝ錠
100) 0205ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

OG OG 70 OG70 12mg:12mg 裸錠 黄 無 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠12mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 12mg 大塚製薬 抗精神病薬 070615収載
OG OG 71 OG71 6mg:6mg 裸錠 白 無 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 6mg 大塚製薬 抗精神病薬 060601収載
OG OG 72 OG72 3mg:3mg 裸錠 青 無 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 3mg 大塚製薬 抗精神病薬 0709色変更(前:白)

060601収載
OG OG 73 Otsuka OG73 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕｰﾋﾞｯﾄ錠100mg 尿素(13C) 100mg 大塚製薬 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染診断

用薬
021213収載 ﾋｰﾄ商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）

OH OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ 20:OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
20

20mg OH-239:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠20mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

OH OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ 10:OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
10

10mg OH-238:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠10mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載
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OH OH 13:1 1mg OH-13:1 mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 大原薬品工業･第一三共
ｴｽﾌｧ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

OH OH 14:3 3mg OH-14:3 mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 大原薬品工業･第一三共
ｴｽﾌｧ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

OH OH 51:0.5 OH-51 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌﾟｾｰﾌ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大原薬品工業 精神安定剤 920710収載
OH OH 52:1 1:OH-52 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌﾟｾｰﾌ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大原薬品工業 精神安定剤 920710収載
OH OH 53 OH-53 50mg 裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨｰﾙ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大原薬品工業 自律神経調整剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾌｨｰﾙ錠)
OH OH 54 OH-54 0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾄﾞﾙﾊﾟｰ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大原薬品工業 睡眠導入剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
OH OH 111 OH-111 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾅｽ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
020705収載

OH OH 60:1 OH-60 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
OH OH 61:2 OH-61 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
OH OH 62:3 OH-62 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 大原薬品工業 抗精神病剤 070706収載
OH OH-71 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌｵﾛｴｰｽ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 97中止
OH OH 74：5 OH-74 5mg：5mg 裸錠(蝶形) 白 有 ｱｽﾗｰﾝ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg(無水物

として)
大原薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
050708収載

OH OH 75 OH-75 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳｲﾝｸﾙN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 脳循環･代謝改善剤 0712中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OH OH 75 OH-75 5:OH-75 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳｲﾝｸﾙ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OH OH 77:10 OH-77 10mg:10mg 裸錠(蝶形) 白 有 ｱｽﾗｰﾝ錠10mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業 持続性ACE阻害剤 1003大正薬品工業中止
OH OH-100 100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ﾎｸｴｲ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎鎮痛解

熱剤
0707中止 810901収載

OH OH-101 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠200｢ﾎｸｴｲ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎鎮痛解
熱剤

0708中止 810901収載

OH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ錠｢ﾎｸｴ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0003中止
OH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄｽﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0003中止
OH OH-105 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾒﾌｪﾅﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ｢OH｣ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9603中止

OH OH 106 裸錠 白 有 ﾅﾙｾｰﾌ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 大原薬品工業 鎮痛消炎剤 0003中止
OH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾋﾟﾛ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 大原薬品工業 消炎鎮痛剤 9904中止
OH OH-110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾛｽｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9703中止 900713収載
OH OH 110 OH-110 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾅｽ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
100528収載

OH OH 111 OH-111 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾅｽ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大原薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

OH OH 112:80 OH-112 80mg:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

前立腺癌治療剤 091113収載

OH OH 113 100:OH-113 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｴｰｽ錠100 ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg 大原薬品工業 非酸性消炎鎮痛剤 920710収載
OH OH 114 OH-114 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｴｰｽ錠200 ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg 大原薬品工業 非酸性消炎鎮痛剤 920710収載
OH OH 115

115
裸錠 白 有 ｸﾞｯｾﾘﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大原薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 9803中止 940708収載

OH OH 117 200mg:OH-117 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾎﾟﾝ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 大原薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0003中止
OH OH-118 OH-118 37.5mg:OH-118

37.5mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑSRｶﾌﾟｾ

ﾙ37.5mg｢ｵｰﾊﾗ｣
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大原薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾄﾛﾝｸﾞｺｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙSR)

OH OH-118 OH-118 37.5mg:OH-118
37.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾄﾛﾝｸﾞｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙSR ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大原薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名(081219ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ
ﾅﾄﾘｳﾑSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg
「ｵｰﾊﾗ｣に変更)

OH 12 OH-121 裸錠 白 無 ﾋｽﾀﾁﾝ錠12 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大原薬品工業 鎮暈剤 9511中止
OH OH 221：5 OH-221 5mg：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg

「OHARA」
ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大原薬品工業・高田製

薬，持田製薬
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0609日医工中止 0412本
体刻印追加

OH OH 122 OH-122 60:60mg 裸錠 極薄紅 有 ﾛﾌﾞ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 大原薬品工業･旭化成
ﾌｧｰﾏ

鎮痛･抗炎症･解熱剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾌﾞ錠) 0809
ﾋｰﾄ若干変更
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OH OH 125 OH-125:OH-125 裸錠 白 有 ﾄﾛﾉｰﾑ配合錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ

231.5mg，
195mg

大原薬品工業 ｱﾙｶﾘ化療法剤-酸性尿・
ｱｼﾄﾞｰｼｽ改善-

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾛﾉｰﾑ錠)

OH OH 127:5 OH-127 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大原薬品工業･持田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

OH OH 128:10 OH-128 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大原薬品工業･持田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

OH OH-130  OH-130 OH-130 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｹﾄﾁ
ﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ)

OH OH-131  OH-131 OH-131 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0706商品名変更(前:ﾄﾗﾆ
ﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙOH) 0111ﾋｰﾄ
表100mg追加，裏商品名
記載

OH OH-134 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾑﾀﾞｲﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大原薬品工業 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

9511中止 920710収載

OH OH 135 OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠1mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠)

OH OH 135 TU1:OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 940708収
載

OH OH 135 OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 旧品名(080620ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰ
ﾙ塩酸塩錠1mg｢ｵｰﾊﾗ｣に
変更) 04頃ﾋｰﾄ変更

OH 糖衣錠 白 無 ﾃﾝﾛｰﾙ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9506中止 940708収載
OH OH 140 OH-140 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾋﾞﾗｰﾙ錠100 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 101119収載
OH OH 141 OH-141:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾋﾞﾗｰﾙ錠150 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

970711収載
OH OH-142 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾘﾏｰﾆ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大原薬品工業-ﾏﾙﾎ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 1011中止
OH OH 143 OH-143 5mg:OH-143 裸錠 白 有 ｾｰﾌﾘｰ錠5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大原薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0711中止 010706収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
OH EC 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾄﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 大原薬品工業 血圧降下剤 9510中止
OH OH 153 OH-153 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大原薬品工業 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢
OH｣)

OH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼﾛｼｽﾋﾟﾝ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 大原薬品工業 血圧降下剤 0003中止
OH OH 155 OH-155 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉｾｰﾌ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大原薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 0712中止 920710収載
OH OH-156 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾛﾝ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大原薬品工業 β 遮断剤 9511中止 920710収載
OH OH-157 10mg:10mg 糖衣錠 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉﾙ錠 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大原薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤 本態性振戦治療
0712中止 940708収載

OH OH-158 OH-158 50mg:50 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 940708収載

OH OH-159 OH-159 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 0109ﾋｰﾄ変更，裏記号削
除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 大原薬品工業 脳血流促進剤 9403中止
OH 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄橙 ﾄｺﾌﾟﾗｽSｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 大原薬品工業 微小循環系賦活剤 9403中止 900713収載
OH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞｾｰﾌ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大原薬品工業 虚血性心疾患･脳血管障

害治療剤
9403中止 900713収載

OH OH-163 50mg 糖衣錠 白 無 ｽﾓﾅｰｽ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大原薬品工業 筋緊張･循環改善剤 0712中止 0111ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

OH OH 165:25 OH-165 25mg:OH-165
25mg

裸錠 白 有 ｾﾀﾊﾞﾋﾞﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大原薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0712中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OH OH 167 OH-167 1mg:OH-167
1mg

裸錠 白～帯黄白 有 ﾃｵﾚｰﾄ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 大原薬品工業 筋緊張緩和剤 0203中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OH OH 170 裸錠 白 無 ｸﾚｱﾐﾙ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 大原薬品工業 循環機能改善剤 9403中止
OH 糖衣錠 白 無 ｼｰﾘﾝｶﾞｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 大原薬品工業 微小循環改善剤 9904中止
OH OH-173 20：20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大原薬品工業－ﾃｲｺｸﾒ

ﾃﾞｨｯｸｽ
Ca拮抗剤 0709中止 0310ﾋｰﾄ変更

900713収載
OH OH 174 OH-174 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾚｼﾞｯｸ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大原薬品工業 持続性Ca拮抗剤 03頃ﾋｰﾄ変更 980710収

載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
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OH OH 175 OH-175 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾚｼﾞｯｸ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大原薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0409ﾋｰﾄ変更 980710収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

OH OH 176 OH-176 10mg:OH-176
10mg

裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐﾗｰﾄ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大原薬品工業 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

OH OH-180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾄﾏｰｶﾌﾟｾﾙ ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

大原薬品工業 脂質代謝改善剤 9703中止

OH OH 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊｰﾛﾝｸﾞ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大原薬品工業 高脂質血症治療剤 0003中止 920710収載
OH OH 201:5 OH-201 5mg:5mg 裸錠 薄桃 有 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大原薬品工業・ｱﾙﾌﾚｯｻ

ﾌｧｰﾏ
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003大正薬品工業中止
0408本体刻印5追加

OH OH 202 OH-202 200mg:OH-202
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞｾｰﾌ錠SR200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大原薬品工業 高脂血症治療剤 0712中止 990709収載

OH OH 203 OH-203 0.5mg：0.5mg 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ錠0.5mg
「OHARA」

ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 大原薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

0511ﾏﾙｺ製薬中止

OH OH 204 OH-204 1mg：1mg 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ錠1mg
「OHARA」

ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 大原薬品工業・日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

0504ﾏﾙｺ製薬中止

OH OH 205:2.5 OH-205 2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大原薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003大正薬品工業中止
040709収載

OH OH 206:10 OH-206 10mg 裸錠 薄桃 有 ﾗﾘﾙﾄﾞﾝ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

1003大正薬品工業中止
040709収載

OH OH 210 裸錠 白 無 ｾﾗﾃｰﾄ錠30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大原薬品工業 消炎酵素剤 9403中止
OH OH 211 裸錠 白 無 ｾﾗﾃｰﾄ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大原薬品工業 消炎酵素剤 9403中止
OH OH 213:2.5 OH-213 2.5:2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢

ｵｰﾊﾗ｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大原薬品工業・沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
080704収載

OH OH 214:5 OH-214 5:5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大原薬品工業・沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

OH OH 215:10 OH-215 10:10mg 裸錠 薄橙 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大原薬品工業・沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

OH OH 216:2.5 OH-216 2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大原薬品工業 持続性Ca拮抗薬 080704収載

OH OH 217:5 OH-217 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大原薬品工業 持続性Ca拮抗薬 080704収載

OH OH 221：5 OH-221 5mg：5mg 裸錠 白 有 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg
「OHARA」

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大原薬品工業・高田製
薬，持田製薬

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0609日医工中止 0412本
体刻印追加

OH OH 222：5 OH-222 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾒｲﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大原薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

OH OH 224：10 OH-224 10mg：10mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg
「OHARA」

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 大原薬品工業・持田製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

07頃日医工中止 040709
収載

OH OH225：20 OH225 20mg：20mg 裸錠 白 無 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg
「OHARA」

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg 大原薬品工業・持田製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

040709収載

OH OH-233 裸錠 白 有 ｶｸﾏｲﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大原薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0003中止 920710収載
OH OH 234

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾛｷｼﾝ錠 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大原薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(0109迄) 9705ﾋｰﾄ

裏変更 940708収載
OH OH 234 OH-234 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾛｷｼﾝ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大原薬品工業･ﾏｲﾗﾝ製

薬，ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
胃炎･胃潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾛｷｼﾝ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

OH OH-237 OH-237 OH-237 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢
OHARA｣

ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大原薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 050708収載

OH OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ 10:OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
10

10mg OH-238:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠10mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

OH OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ 20:OH ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
20

20mg OH-239:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩錠20mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

OH OH 240 OH-240 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 大原薬品工業・持田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
OH OH 241 OH-241 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱｰﾁﾒﾝﾄ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大原薬品工業・持田製薬 経口蛋白分解酵素阻害 0909ﾋｰﾄ若干変更
OH OH 251 OH-251 40mg：40mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟｶｰﾙ錠40mg ﾄﾚﾋﾟﾌﾞﾄﾝ 40mg 大原薬品工業 膵･胆道疾患治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾊﾟｶｰﾙ錠)
OH OH 261 OH-261 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾒﾘﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 切迫流･早産治療剤 0909商品名変更(前:ﾘﾄﾒﾘ

ﾝ錠)
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OH 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄透明/黄 ｾｰﾌﾘｰNｶﾌﾟｾﾙ 大原薬品工業 健胃消化剤 91中止
OH OH 263 OH-263 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾗｲｼｰ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大原薬品工業 消化管運動調律剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗｲｼｰ錠)
OH OH 271 OH-271 2mg 裸錠 白 有 ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大原薬品工業 低血圧治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠)
田辺三菱製薬とﾋｰﾄ異な

OH OH 271 Y-SHU2 2mg:OH-271
2mg

裸錠 白 有 ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大原薬品工業-田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

低血圧治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠)
大原薬品とﾋｰﾄ異なる

OH OH 272:2 OH-272 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
OME｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

060707収載

OH OH 273:4 OH-273 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
OME｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

060707収載

OH OH 274:8 OH-274 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
OME｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

OH OH 277 OH-277 10mg:10mg 裸錠 白 無 ﾛｲｺﾝ錠10mg ｱﾃﾞﾆﾝ 10mg 大原薬品工業 白血球減尐症治療剤 0712ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(第一三共より)

OH OHARA OH-279 OH-279 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg 大原薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0712ｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い（第一三共より)

OH OH 301 OH-301 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵｰﾊﾗｷｼﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大原薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
OH OH 302 OH-302 50mg:OH-302

50mg
裸錠 白 無 ｸﾞﾛﾝﾄ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大原薬品工業 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
OH OH 303 OH-303 100mg:OH-303

100mg
裸錠 白 無 ｸﾞﾛﾝﾄ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大原薬品工業 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
OH OH 304 OH-304 20μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾙﾗｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大原薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体製剤
020705収載

OH OH 305:OH 305 OH-305 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｵｰ
ﾊﾗ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大原薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 1103ｴｯｾﾝｼｬﾙﾌｧｰﾏ中止
090515収載

OH OH 306:50 OH-306 50mg:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

OH OH 307:100 OH-307 100mg:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｵｰﾊﾗ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大原薬品工業･ｴｯｾﾝｼｬﾙ
ﾌｧｰﾏ

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

OH OH 311:0.2 OH-311 0.2mg:0.2mg 裸錠 白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2｢OME｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

糖尿病食後過血糖改善
剤

060707収載

OH OH 312:0.3 OH-312 0.3mg:0.3mg 裸錠 白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3｢OME｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大原薬品工業・ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

糖尿病食後過血糖改善
剤

060707収載

OH OH 330 OH-330 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｯﾄｽｶｰ錠150mg 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大原薬品工業 H2受容体拮抗剤 0712中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OH OH 331:10 OH-331 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大原薬品工業･日医工，
ｻﾝﾄﾞ

H2受容体拮抗剤 0401本体刻印追加（裏面
10） 020705収載

OH OH 332：20 OH-332 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大原薬品工業･日医工，
ｻﾝﾄﾞ

H2受容体拮抗剤 0402本体裏20追加
020705収載

OH OH-336 OH-336 75mg:75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
OHARA｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 大原薬品工業 H2受容体拮抗薬 020705収載

OH OH-337 OH-337 150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢
OHARA｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大原薬品工業 H2受容体拮抗剤 020705収載

OH OH 341：10 OH-341 10mg：10mg 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大原薬品工業･ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

0601販売元社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 050708収載

OH OH 342：20 OH-342 20mg：20mg 口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞﾓﾌｧｰD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大原薬品工業･ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

0601販売元社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 050708収載

OH OH-343 OH-343 OH-343 37.5mg：37.5 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｻﾁｶﾌﾟｾﾙ37.5 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 大原薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 050708収載

OH OH-344 OH-344 OH-344 75：75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｻﾁｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 大原薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 0911頃ﾋｰﾄ若干変更
050708収載

OH FH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｾｰﾌ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大原薬品工業 頻尿治療剤 9403中止 900713収載

342 / 404 ページ



OH OH 351:2 OH-351 2mg:2mg 裸錠 白 有 ﾊﾗﾚｰｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大原薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0712中止 960705収載

OH OH 352:3 OH-352 3mg:OH-352
3mg

裸錠 白 有 ﾊﾗﾚｰｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大原薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0712中止 960705収載

OH OH-353 OH-353 OH-353 0.1mg：0.1 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1
「OHARA」

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大原薬品工業･高田製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0912ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ) 050708収載

OH OH-354 OH-354 OH-354 0.2mg：0.2 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2
「OHARA」

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大原薬品工業･高田製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0912ｻﾝﾄﾞ中止 0601販売
元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ) 050708収載

OH OH-601 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾘﾋﾞｯｸ錠 ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 585mg 大原薬品工業 ｶﾘｳﾑ補給剤 0003中止 900713収載
OHARAOH OHARA OH-279 OH-279 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄

赤
ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg 大原薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0712ｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い（第一三共より)

OHDM 糖衣錠 赤 無 ﾌｧｽﾀｰ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大原薬品工業 冠血管拡張剤 9511中止
OHDM 糖衣錠 赤 無 ﾌｧｽﾀｰ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大原薬品工業 冠血管拡張剤 9511中止
OHGT OH GT 裸錠 白 無 ｻﾝﾗｲﾄ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大原薬品工業 血管拡張剤 9703中止
OHMC OH MC150 OH-MC-150 150mg：

150mg
裸錠 淡赤 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠150｢ｵｰﾊﾗ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 大原薬品工業 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢
OHND NA250 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9403中止

OHND NA500 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9510中止

OHPS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾘｽﾞﾅｰ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 大原薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9403中止
OHPS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾘｽﾞﾅｰ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 大原薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9803中止
OHTA OHTA 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｹﾀﾝﾘﾌﾄ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高尿酸血症治療剤 0711中止
OHUD OH UD10 OH-UD-10 裸錠 黄 有 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10｢ﾎｸｴｲ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大原薬品工業 代謝性強心剤 9511中止
OHUDH OH-UDH-5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾎｸｴｲ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 大原薬品工業 代謝性強心剤 9403中止
OHUDH OH-UDH-10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10｢ﾎｸｴ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大原薬品工業 代謝性強心剤 9403中止
OI 糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9508中止
OI 1 OI OI32:1mg 裸錠 白 無 ﾛﾌﾚｵﾝ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9902中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｸﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大蔵製薬 脂質代謝改善剤 0003中止 9711ﾋｰﾄ記号
削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

OI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ錠｢ｵｰｸ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 9702中止
OI 2 OI OI33:2mg 裸錠 白 有 ﾛﾌﾚｵﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0209中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OI 糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9810中止 9306変更
OI OI-3 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡灰桃 無 ﾌﾟﾗｽﾀｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 中止
OI 3 OI OI34:3mg 裸錠 白 有 ﾛﾌﾚｵﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0209中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大蔵製薬 循環障害改善剤 9206中止
OI 裸錠 淡黄白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大蔵製薬 利尿剤 9702中止
OI OI7 OI7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大蔵製薬-ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ，

昭和薬品化工，ﾏｲﾗﾝ製
薬

循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄)，承継に
伴い(新:辰巳化学) 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

OI OI8 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 04頃中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
ｺｰﾄﾞ再記載等

OI OI09 250mg 裸錠(楕円形) 灰白 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢ｵｰｸﾗ｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大蔵製薬 合成抗菌剤 0303中止 0012本体ｺｰﾄﾞ
削除，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加

OI OI16 100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 0303中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

OI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9202まで)
OI 5mg OI22:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌﾟﾗｽﾀｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 0207中止 0204ﾋｰﾄ変更，

記号OI22裏→表へ
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OI OI25 90mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ｵｰｸﾗ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 中止
OI OI26 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ｵｰｸﾗ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大蔵製薬 消炎酵素剤 中止
OI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｰﾌﾄｯﾌﾟ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 9508中止 920710収載
OI 1 OI OI32:1mg 裸錠 白 無 ﾛﾌﾚｵﾝ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9902中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OI 2 OI OI33:2mg 裸錠 白 有 ﾛﾌﾚｵﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0209中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OI 3 OI OI34:3mg 裸錠 白 有 ﾛﾌﾚｵﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大蔵製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0209中止 960705収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OI OI36 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ｢OK｣ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 大蔵製薬 解熱･鎮痛･消炎剤 0206中止 裏商品名記載
OI OI232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾆｱﾓｰﾙ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 進化製薬 自律神経剤 旧ｺｰﾄﾞ(9212まで)
OIC 裸錠(楕円形) 灰白 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢ｵｰｸﾗ｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大蔵製薬 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ
OICOI 糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9508中止
OICOI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｸﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大蔵製薬 脂質代謝改善剤 0003中止 9711ﾋｰﾄ記号

削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

OICOI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ錠｢ｵｰｸ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 9702中止
OICOI 糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9810中止 9306変更
OICOI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大蔵製薬 循環障害改善剤 9206中止
OICOI 裸錠 淡黄白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大蔵製薬 利尿剤 9702中止
OICOI OI7 OI7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大蔵製薬-ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ，

昭和薬品化工，ﾏｲﾗﾝ製
薬

循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄)，承継に
伴い(新:辰巳化学) 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

OICOI OI8 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 04頃中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
ｺｰﾄﾞ再記載等

OICOI OI16 100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 0303中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

OICOI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9202まで)
OICOI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｰﾌﾄｯﾌﾟ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 9508中止 920710収載
OIS KI 3965 OIS-250:MECT KI-3965 裸錠 白 有 ｵｲｾﾞﾝ錠250mg ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 250mg ﾒｸﾄ 血糖降下剤 98中止
OISV OI123SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾆｱﾓｰﾙ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 進化製薬 自律神経剤 9603中止 9212変更
OISV OI232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾆｱﾓｰﾙ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 進化製薬 自律神経剤 旧ｺｰﾄﾞ(9212まで)
OK 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ

型)
白 無 ｵｷﾅｿﾞｰﾙ腟錠100mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 田辺三菱製薬 抗真菌剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｵ
ｷﾅｿﾞｰﾙV100)

OK 腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
型)

白 無 ｵｷﾅｿﾞｰﾙ腟錠600mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 600mg 田辺三菱製薬 抗真菌剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｵ
ｷﾅｿﾞｰﾙV600)

OKC OKC 163 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｷﾘｺﾝ錠 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9003中止 薬価削除
OL SANDOZ：OL 1mg：1mg OL 裸錠 白 無 ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615
迄)，商品名変更に伴い
(新:ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg) 03
頃ﾋｰﾄ変更，表OL削除，

OL CH 裸錠 白 無 ｵﾛｻﾙｼﾞﾝ錠100 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
OL SANDOZ:OL 裸錠 白 無 ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 00製造
元変更 9712ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

OL NV：OL 1mg：1mg OL 裸錠 白 無 ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ)

OL 糖衣錠 白 無 ｵﾘﾊﾞｰ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9102製造
元(三全->東亜)

OL OL-50 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 ｵﾘﾊﾞｰ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0406中止 0304ﾋｰﾄ変更
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OLC IF 裸錠 白～帯黄白 無 ｵﾘｺｯｸ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業･三和化学
研究所

骨粗鬆症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

OM O M 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｽ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

OM Y OM10 Y-OM10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞﾝ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 田辺三菱製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0208ﾋｰﾄ裏記
号削除

OM Y OM20 Y-OM20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞﾝ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 田辺三菱製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0208ﾋｰﾄ裏記
号削除 0110社名変更
010215収載(商品名変更
前:ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞﾝ錠)

OMP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ･藤沢薬品工
業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9711製
造元変更 910315収載

OMS 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9406本体刻印

ON Tw ON 裸錠 橙黄 無 ｵﾀﾞﾉﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 東和薬品 血管強化･止血剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾀﾞﾉﾝ錠)

ON Tu ON-005 裸錠 白 有 ｵｽﾉﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧･狭心症・頻脈治
療剤

1005日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
0908辰巳化学中止
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｽﾉﾝ錠)

ON M124 M124 ON-500 裸錠 灰褐 有 ｵｷｿﾗﾆｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 模範薬品研究所 合成抗菌剤 9003中止
ONE TJN ONE:0.25 0.25μ ｇ:0.25μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠
ONE TJN ONE:0.5 0.5μ g:0.5μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠
ONE TJN ONE:1.0 1.0μ g:1.0μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠
ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾝｻﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 200mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9707ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～類白 無 ｱﾝｻﾁﾝ錠100mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 100mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9709ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～類白 無 ｱﾝｻﾁﾝ錠200mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 200mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ONO 糖衣錠 白 無 ｴﾎﾟﾌﾞﾛﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9809中止 9705ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ONO μ g：5μ g 裸錠 白 無 ｵﾊﾟﾙﾓﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ

ﾄとして)
小野薬品工業 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘導体 050610品名変更(前：ｵﾊﾟ

ﾙﾓﾝ錠)
ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄透明 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 5mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9705ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄透明 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ONO μ g：2.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(卵形) 淡黄半透明 ﾛﾉｯｸｶﾌﾟｾﾙ2.5μ g ｵﾙﾉﾌﾟﾛｽﾁﾙ 2.5μ g 小野薬品工業 胃潰瘍治療剤 0703中止 051216収載(商

品名変更に伴い，前:ﾛﾉｯ
ｸｶﾌﾟｾﾙ) 0302ﾋｰﾄ2.5μ g

ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌｵｲﾊﾟﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 小野薬品工業 蛋白分解酵素阻害剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｵｲﾊﾟﾝ錠)
0301ﾋｰﾄ100mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ80mg ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 80mg 小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載

345 / 404 ページ



ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 80mgｶﾌﾟｾﾙ:
白/白，
125mgｶﾌﾟｾ
ﾙ：淡赤/白

ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mgｶﾌﾟｾﾙ
×1，80mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×2

小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載 1ｼｰト中
80mgｶﾌﾟｾﾙ×2，125mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×1のｾｯﾄ，80mgの

ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mg 小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載

ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 80mgｶﾌﾟｾﾙ:
白/白，
125mgｶﾌﾟｾ
ﾙ：淡赤/白

ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mgｶﾌﾟｾﾙ
×1，80mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×2

小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載 1ｼｰト中
80mgｶﾌﾟｾﾙ×2，125mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×1のｾｯﾄ，80mgの

ONO 裸錠 白 無 ｶﾞﾐﾍﾞﾀｰﾙ錠 γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 小野薬品工業 脳機能代謝調整剤 9703中止

ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｵﾉｸﾚｲﾝPｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10国際単位 小野薬品工業 循環改善酵素剤 0009中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/無透
明

ｿﾙﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 解熱鎮痛剤 0105中止 9701ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白不透明/無
透明

ﾀﾌﾏｯｸE配合ｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 消化酵素剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾌﾏｯｸEｶﾌﾟｾ

ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 小野薬品工業 過活動膀胱治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(1009
頃迄) 070608収載

ONO ｽﾃｰﾌﾞﾗ 0.1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 小野薬品工業 過活動膀胱治療剤 1009頃本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ変
更

ONO 糖衣錠 白 無 ﾃｰﾝｼｰ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 小野薬品工業 粘液溶解･去痰剤 9809中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 小野薬品工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾈﾀﾞｯｸ錠)
0301ﾋｰﾄ50mg追加

ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾞ錠100mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg 小野薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息)

0306ﾋｰﾄ100mg追加 9711
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920522収載

ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾞ錠200mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg 小野薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息)

0304ﾋｰﾄ200mg追加 9707
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920522収載

ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠1mg ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 1mg 小野薬品工業 骨粗鬆症治療剤 1102ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
090313収載

ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠25mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

25mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄赤黄 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

50mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

ONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠100mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

100mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

ONO 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝ･E錠0.5mg ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝﾍﾞｰﾀﾃﾞｸｽ 0.5mg（ｼﾞﾉﾌﾟ
ﾛｽﾄﾝとして）

小野薬品工業 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2製剤 0812中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾛ
ｽﾀﾙﾓﾝ･E錠)

ONO 裸錠 白 有 ﾍﾙﾂｰﾙ錠 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 小野薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9807中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白
不透明/白～
帯黄白不透
明

ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ112.5mg ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小野薬品工業 気管支喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0303ﾋｰﾄ変更 9612ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ONO 裸錠 白 無 ﾒｶﾞDS 小野薬品工業 降圧利尿剤 9001中止
ONO 裸錠 白 無 ﾒｶﾞ錠 ﾒﾌﾞﾀﾒｰﾄ 100mg 小野薬品工業 中枢性降圧･鎮静剤 9001中止
ONO 裸錠 白 無 ﾒﾘﾄｽD錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 小野薬品工業 血糖降下剤 9601中止
ONO 裸錠 白 有 ﾒﾘﾄｽC錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg 小野薬品工業 血糖降下剤 9602中止
ONO 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
赤透明 ﾘﾎﾟﾃｰﾄ ﾘﾉｰﾙ酸ｴﾁﾙ 500mg 小野薬品工業 脂質代謝改善剤 9212中止

ONOABT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｱﾍﾟﾚｯﾄBTｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 胃酸補給･消化機能改善
剤

9008中止
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OP OP 裸錠 白 有 ｵｷｻﾌﾟﾘﾑ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

白井松新薬 合成抗菌剤 9201中止

OP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟﾌｪﾙﾐﾝ錠 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 長生堂製薬 解熱鎮痛消炎剤 0704中止
OP 糖衣錠 黄 無 ｵﾋﾟﾆｵﾝ錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 肝機能賦活･利胆剤 8905中止
OP Tw.OP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｿﾌｧﾘｺｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 東和薬品 冠血管拡張剤 94中止
OP OP OP212SV 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9603中止
OP OP 40 OP212SV40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9603中止
OP SW 702 SW-OP 裸錠 橙黄ないし橙

黄褐
無 ｵﾍﾟｿﾞﾝ30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 沢井製薬 血管強化･止血剤 92中止

OPK OPK 糖衣錠 白 無 ｵﾌﾀﾙﾑK錠 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 複合止血剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9910承継(白井松
新薬より) 9604記号削除

OPN 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 富山化学工業 消炎酵素剤 9604中止
OPN 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 富山化学工業 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9605ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
OPN 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
消炎酵素剤 04頃中止 0305ﾋｰﾄ変更

0304大正富山医薬品販
OPN 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 富山化学工業 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 9605ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
OPN 裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
消炎酵素剤 04頃中止 0307ﾋｰﾄ変更

0304大正富山医薬品販
OPS 糖衣錠 緑 無 ｵﾋﾟﾆｵﾝS錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 肝機能賦活･利胆剤 0204中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
OPSV OP OP212SV 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9603中止
OPSV OP 40 OP212SV40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9603中止
OPTIRAN LM μ

μ g
裸錠 白 無 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ

ﾄとして)
大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘

導体製剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載

OPTIRAN t 26 μ
OPTIRAN10μ g

裸錠 微黄～淡黄 有 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠10μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 10μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ
ｽﾄとして）

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

040709収載

OR CH3 裸錠 白 無 ｵﾙｶﾛｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0809中止
ORA CG 401 0.5mg:CG401 0.5mg ﾄﾛｰﾁ 白 無 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 口内殺菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0906迄)，製

造販売元変更に伴い(新:
大洋薬品工業) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾗﾄﾞｰﾙ口中錠)

Organon CT 7:Organon CT7:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg MSD-第一三共 四環系抗うつ剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON NT3:Organon NT3 裸錠(長円形) 白 無 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 060707収載

ORGANON TR 5：☆ORGANON ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ21 ﾃﾞｿｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.15mg，
0.03mg

MSD 経口避妊剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) ﾏｰﾍﾞ
ﾛﾝ28(成分含有製剤，白
色)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

ORGANON KH 2：☆ORGANON ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 MSD 経口避妊剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) ﾌﾟﾗｾ
ﾎﾞ 成分含有製剤はｺｰﾄﾞ
TR 5:☆ORGANON，白色

ORGANON TR 5：☆ORGANON ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 ﾃﾞｿｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.15mg，
0.03mg

MSD 経口避妊剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) ﾏｰﾍﾞ
ﾛﾝ21と本体ｺｰﾄﾞ同じ ﾌﾟﾗ
ｾﾎﾞはｺｰﾄﾞKH 2:☆
ORGANON，緑色

ORGANON NT 1:☆ORGANON NT1:25mg 裸錠 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾋﾞｼｮｯ
ﾄ錠25)

347 / 404 ページ



ORGANON NT 2 NT 2:Organon NT2:50mg 裸錠(長円形) 白 有 ｱﾋﾞｼｮｯﾄ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0811中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾋﾞｼｮｯ
ﾄ錠50)

ORGANON MP 1 ORGANON MP1:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤

0906中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ)

ORGANON MP 2 ORGANON MP2:200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤

0906中止 0807社名変
更，統合に伴い(前:日本ｵ
ﾙｶﾞﾉﾝ)

ORGANON XP 3 ORGANON XP3:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg MSD Caﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持効
性製剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON XP 4 ORGANON XP4:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg MSD Caﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持効
性製剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON NR 1 ORGANON NR1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON NR 2 ORGANON NR2:2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON RP 1:☆ORGANON 裸錠 白 有 ﾃﾗﾅｽ錠5 塩酸ﾛﾒﾘｼﾞﾝ 5mg MSD 片頭痛治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON LT 1:☆ORGANON LT1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg MSD 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON LT 2:☆ORGANON LT2：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲｾﾚﾆﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg MSD 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON PB 1:☆ORGANON PB1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

MSD 止しゃ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝ錠)

ORGANON HK 1:☆ORGANON HK1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON ZT 1:☆ORGANON ZT1: 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON BC 2 ORGANON BC2:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾋﾟﾆﾝ-Rｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ持効性製
剤

0607頃中止 0106ｺｰﾄﾞ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

ORGANON KT 2:☆ORGANON KT2:2mg 裸錠 白 無 ﾚｽﾀｽ錠2mg ﾌﾙﾄﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg MSD 持効性心身安定剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ･万有
製薬)

ORGANON XD 1:☆ORGANON XD1:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg MSD うつ病･うつ状態治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON XD 2:☆ORGANON XD2:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg MSD うつ病･うつ状態治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON ZD 2:☆ORGANON ZD2:2mg 裸錠 白 有 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ錠｢ｵﾙ
ｶﾞﾉﾝ｣

塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0607中止 0207ﾋｰﾄ包装
中止 0107本体，ﾋｰﾄ変更

ORGANON SB 3:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｵﾙｶﾞﾎﾞﾘﾝ錠2 ｴﾁﾙﾅﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9303中止
ORGANON GK 4:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｹﾞｽﾀﾉﾝ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 5mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 9609中止
ORGANON CT 4:☆ORGANON CT4:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠10mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 10mg MSD-第一三共 四環系抗うつ剤 1010製造販売元社名変

更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON HR 5:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾛ･ﾘﾝﾃﾞｵｰﾙ ﾘﾈｽﾄﾚﾉｰﾙ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1.6mg，
0.048mg

日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 内服用黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ
複合剤

0611頃中止 0504販売元
変更(前：三共)

ORGANON DG 7:☆ORGANON DG7:1mg 裸錠 白 有 ｵﾊﾞﾎﾟｰｽﾞ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 0409中止 9701ﾋｰﾄ裏変
更(DG7削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)
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ORGANON CT 7:Organon ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ-三共 四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄) 0104製造
元変更 9709ﾋｰﾄ裏変更

ORGANON GK 7:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾊﾟｰｾﾘﾝ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg MSD 前立腺肥大症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ORGANON ZT 1:☆ORGANON ZT1:50mg ZT1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg ｵﾙｶﾞﾉﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ)-三共(日
本ｵﾙｶﾞﾉﾝ輸入)

不整脈･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 921127
収載

ORGANON HK 1:☆ORGANON HK1:100mg HK1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg ｵﾙｶﾞﾉﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ)-三共(日
本ｵﾙｶﾞﾉﾝ輸入)

不整脈･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 921127
収載

ORP 裸錠 薄紅 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 8805ｼｰﾄ
変更

ORP 裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 8805ｼｰﾄ
変更

ORS CG 402 0.5mg:CG402 0.5mg ﾄﾛｰﾁ 淡紅 有 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 口内殺菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0906迄)，製
造販売元変更に伴い(新:
大洋薬品工業) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾗﾄﾞｰﾙS口中錠)

ORT Tw.ORT50 糖衣錠 白 無 ｵﾙﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 自律神経賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ（0302迄）
ORYZAAL SYT021 糖衣錠 白 無 ｵﾘｻﾞｰﾙ錠 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 三恵薬品 自律神経賦活剤，高脂血

症治療剤
0706中止

OS Hoechst OS 糖衣錠 白 無 ｵｼﾞﾛｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 利尿降圧剤 9008中止
OS O.S 1 O.S1 10mg：10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾙﾌﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ

ﾏ，日医工
持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

1001ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ中止
0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0906日医工中

OS O.S 2 O.S2 20mg：20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾙﾌﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰ
ﾏ，日医工

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

1001ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽ中止
0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0909日医工中

OS O.S O-20 O.S-OS･20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠20 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
OS O.S O-30 O.S-OS･30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠30 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
OSA O.S A0.5 O.S-A0.5 0.5mg:0.5 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

OSA O.S A1.0 O.S-A1.0 1.0mg:1.0 1.0mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠1.0 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

OSA O.S A-50 AR-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
OSA O.S A-100 AR-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾝﾄｲｯｸ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 中枢性筋弛緩剤 9504中止
OSAB O.S AB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾌﾛﾊﾞﾛﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 筋緊張性疾患治療剤 9809中止 920710収載
OSAF O.S-AF 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾗｹﾞﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎鎮痛剤 9504中止
OSB O.S B-10 O.S-B10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾊｲｽﾄ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血管拡張性降圧剤 9804中止
OSB O.S B-30 O.S-B30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾊｲｽﾄ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 血管拡張性降圧剤 9804中止
OSBF O.S-B･F 糖衣錠 淡緑 無 ﾌﾞﾚﾒﾝF錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 4万単位 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎酵素剤 9501中止
OSBH O.S BH O.S-BH 裸錠 白 無 ﾋﾞﾍﾙｽ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0907中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

OSBN O.S-BN 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾞﾛﾏﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 尿酸排泄薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

OSBP O.S BP O.S-BP 4mg：4mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気道粘液溶解剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｿﾎﾟﾛﾝ錠)

OSBR O.S BR O.S-BR 15.0mg:15.0mg 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｰﾐｨ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 気道潤滑去痰剤 0904中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

OSC CG 404 OSC:CG 404 OSC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾗｽﾎﾟｱｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9604中止
OSCAR O.S-CAR 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾄﾏ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 虚血性心疾患治療剤 9310中止
OSCB O.S-CB 10mg：10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｶﾙｼﾞｵﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0711中止
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OSCL O.S CL O.S-CL 裸錠 淡ﾋﾟﾝｸ 有 ｸﾛﾅﾘｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9504中止
OSCR O.S CR-25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/肌 ｺﾗﾁｰﾑ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血流促進剤 9804中止
OSCR O.S CR-50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/肌 ｺﾗﾁｰﾑ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血流促進剤 9804中止
OSDM O.S DM O.S-DM 裸錠 白 有 ｼﾞｳﾒﾁﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 降圧剤 9804中止
OSDN O.S DN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｲﾘﾄﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消化管運動改善剤 9910中止 960705収載
OSDP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透

明
ｼﾞｭﾗﾌｨﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 気管支拡張剤 9603中止 920710収載

OSDR O.S DR 裸錠 白～微黄白 無 ﾀﾞｲﾗｯｸｽ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経調整剤 9804中止 940708収載
OSE O.S E2 裸錠 白～微黄 有 ｴｽｵｰﾐﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
9901中止 960705収載

OSE O.S E3 裸錠 白～微黄 有 ｴｽｵｰﾐﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9812中止 960705収載

OSEL O.S EL O.S-EL 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾀｸﾚｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高脂血症治療剤 1005中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾀｸﾚｰﾄ錠)

OSGB O.S-CB 10mg：10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｶﾙｼﾞｵﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0711中止
OSHS O.S-HS12.5 12.5mg：

12.5mg
糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0905中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
OSHSF O.S-HS･F25 25mg：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾙｽｻｲﾄﾞ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 冠循環増強剤 0911中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
OSHT O.S-HT10 10mg:10 10mg 糖衣錠 橙 無 ﾊｰﾄｼﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 代謝性強心剤 0711中止
OSKY O.S-KY O.S-KY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｭｰｶﾙｶﾌﾟｾﾙ286mg 球形吸着炭 286mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 慢性腎不全用剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200と規格異なる

OSL 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｵｽﾃｵｰﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 消化性潰瘍治療剤 0202中止 9712ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

OSL O.S L-90 O.S-L90 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｵｦﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消炎酵素剤 9501中止
OSM O.S M25 O.S-M25 25mg:25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

OSM O.S M50 O.S-M50 50mg:50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄ表
面には月→日の表示有り

OSMA O.S MA06 O.S-MA06 6mg:6mg 裸錠 白 無 ﾒﾆｴｰｽ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 めまい･平衡障害治療剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

OSMZ O.S MZ O.S-MZ 3mg：3mg 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠)

OSO O.S O-20 O.S-OS･20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠20 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
OSO O.S O-30 O.S-OS･30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠30 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
OSOS O.S O-20 O.S-OS･20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠20 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
OSOS O.S O-30 O.S-OS･30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｾｰﾌ錠30 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 鎮咳去痰剤 9304中止
OSOT O.S OT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｵｰﾒｯﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 経口蛋白分解酵素阻害 9810中止 960705収載
OSP O.S P O.S-P 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｺｽﾛﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 緩下剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
OSPAD O.S-PAD PAD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/肌 ﾊﾟﾃﾞｽｷﾝ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 膵･胆道系鎮痙剤 9504中止
OSPCD O.S PCD O.S-PCD 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｸﾛｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 血液凝固阻止剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
OSPL O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ｵｦﾀ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣) 0112ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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OSPL O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

旧品名(090601ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ
錠1mg｢日医工｣に変更)

OSPL O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠1mg｢日医工｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

1010中止 090601収載(商
品名変更に伴い，前:ﾋﾟﾝ
ﾄﾞﾛｰﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣)

OSPLF O.S PL-F O.S-PL･F 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙF錠｢ｵｦﾀ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧･狭心症・頻脈治
療剤

旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠5mg｢ﾃｲｺｸ｣)

OSPLF O.S PL･F O.S-PL･F 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢ﾃｲｺｸ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高血圧･狭心症・頻脈治
療剤

0909中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

OSPR O.S PR O.S-PR 25mg：25mg 裸錠 白～微黄 無 ﾌﾟﾛﾀｰｹﾞﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0906中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

OSPRT O.S-PRT 糖衣錠 桃 無 ﾋﾟﾘﾄｼﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 92中止
OSR O.S R O.S-R 裸錠 淡橙 無 ﾚｼﾈｰﾄ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧治療剤 9504中止
OSRP O.S RP O.S-RP 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾛｽﾎﾟﾘｱ錠1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-あすか製

薬，武田薬品工業
止瀉剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛｽ
ﾎﾟﾘｱ錠)，ﾋｰﾄ表1mg追加

OSRS O.S-R･S 糖衣錠 淡青 無 ﾚｼﾈｰﾄS錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧治療剤 9504中止
OSSA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｿﾘｱﾙﾑ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9710中止 960705収載
OSSE O.S-SE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝｴｯｸ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 微小循環改善剤 9504中止
OSSN O.S SN O.S-SN:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｽﾅｰﾎﾞ錠10 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血管障害改善剤 9804中止 920710収載
OSST O.S ST10 O.S-ST10 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

OSST O.S ST30 O.S-ST30 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

OST KTB 43 OST 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾄﾗｰﾙ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 寿製薬 骨粗鬆症治療剤 9707中止 960705収載
OST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田

薬品工業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(1101迄) 0312社

OST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(11頃迄) 0312社

OSTK O.S TK O.S-TK 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘｷﾉｼﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 消化管運動調律剤 0907中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

OSTMIXCA 耳:O.S.T.ﾐｯｸｽ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 桃/白 O･S･T･ﾐｯｸｽ，ｶﾌﾟｾﾙ 帝三製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB配合剤 0101中止 99ﾋｰﾄ耳変更
OSTX O.S TX O.S-TX 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠｢ｵｦﾀ｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9504中止
OSUR O.S UR O.S-UR 裸錠 淡橙 有 ｳﾛﾀﾞｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 利尿降圧剤 9504中止
OSV O.S-V 0.25 0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～淡黄

褐
ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -

OH-D3製剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ
0.25)

OSV O.S-V 0.5 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～微黄 ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ

OSV O.S-V 1.0 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑～緑 ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ

OSV O.S-V 3.0 3μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

101119収載

OT NV:O T 1mg：1mg OT 裸錠 白 有 ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ
ﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ)
0802ｺｰﾄﾞ変更

OT O.S OT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｵｰﾒｯﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 経口蛋白分解酵素阻害 9810中止 960705収載
OT CH 裸錠 白 無 ｵﾛｻﾙｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
OT SANDOZ:O T 1mg：1mg OT 裸錠 白 有 ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ

ﾝとして）
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄) 03頃ﾋｰﾄ

OT削除 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9010変更
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OT 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 0310社
名変更 0107製造元社名
変更(前:日清製粉)

OT 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄)，承継に
伴い(旭化成ﾌｧｰﾏへ)
0310社名変更 0107製造
元社名変更(前:日清製

OTSUKA P F:U 200 Otsuka PF U200
200mg:200mg

徐放錠 白 有 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠200(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

OTSUKA P F:U 400 Otsuka PF U400
400mg:400mg

徐放錠 白 有 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠400mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠400(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

OTSUKAOG O G:21 OG21 Otsuka 50μ g:50μ
g

裸錠 白 有 ﾒﾌﾟﾁﾝ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 大塚製薬 気管支拡張剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾟﾁﾝ錠)
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など

OTSUKAOG OG23 OG23 Otsuka
250mg:250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾚﾙｺ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大塚製薬 高脂血症治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾚﾙｺ) 0203
ﾋｰﾄ変更，表Otsuka
OG23追加，裏商品名記

OTSUKAPF
U

PF:U 100 Otsuka PF U100
100mg:100mg

徐放錠 白 無 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠100(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

OVT OVT050 DOJ 糖衣錠 白 無 ｵﾘﾋﾞﾀ錠 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 同仁医薬化工 自律神経失調治療剤 中止
OVULANZE t 422 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

OVULANZE t 423 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

OX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｸｽﾌﾟﾚｺｰﾙ錠20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 長生堂製薬 狭心症･頻脈性不整脈治
療剤

0503中止 9902ﾋｰﾄ変更

OX 裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ100 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 日本ﾜｲｽ 持続性消炎･鎮痛剤 9811中止
OX 裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ･ｱｽﾞｳｪﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 0109中止
OX OX 2 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
960705収載

OX OX 3 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄)

OX 5-OX 糖衣錠 白 無 5-ｵｷｼﾝ錠 ｱﾝﾄﾗﾆﾙ酸､ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ
酸

4mg，10mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 緑内障時の視機能保持 0506中止 9711ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OX SS OX 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｵｷｻｲｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ｴｽｴｽ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ製剤 9306中止
OXA Tw OXA Tw.OXA 裸錠 白 無 ｵｷｻﾁﾘﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ 940708収載
OXT Th 143 Th143 OXT200:OXT200 裸錠 白 無 ｵｷｻｯﾄ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 持続性消炎･鎮痛剤 9808中止 940708収載
OXT MO603 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｵｷｾﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 持田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止
OXTDOJ OXT DOJ：30mg 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠DJ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 同仁医薬化工-ｱｲﾛﾑ製

薬，ﾏﾙﾎ
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712頃中止 0604販売会

社社名変更(前:小林製薬
工業) 0303ﾋｰﾄ変更，
OXT DOJ裏から表へ

OY OY 2.5 OY-2145 裸錠 淡桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠2.5･OY ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医
工

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0612中止 000707収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OY OY 5 OY-2146 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5･OY ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医
工

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0611中止 000707収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OY OY 214 OY2140 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠.OY ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0011中止 980710収載
OY OY 449 OY4490 裸錠 白 有 ｵﾘﾄﾐﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0104中止 980710収載
OY TKS 550 OY:TKS550 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｵｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 子宮内膜症･乳腺症治療

剤
旧ﾋｰﾄ(0308迄) 0110販売
元変更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

OY OY2120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｵﾘｼﾞﾉｰﾙ錠50mg｢ORY｣ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医
工

心臓選択性β -遮断剤 0808中止 0606商品名変
更(前:ｵﾘｼﾞﾉｰﾙ錠)

OY OY 2.5 OY-2145 裸錠 淡桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠2.5･OY ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医
工

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0612中止 000707収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OY OY 5 OY-2146 裸錠 淡桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5･OY ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医
工

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0611中止 000707収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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OY CM OY-2320 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｱｽﾒｼﾞﾝ錠200mg｢ORY｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業-日医
工

H2受容体拮抗剤 0801中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ｱｽﾒ
ｼﾞﾝ錠)

OY HT OY3390 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾈｵﾋﾟｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品工業 抗血小板剤 0411中止 9605進化製薬
から承継

OZ Tw.OZ5 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠5｢ﾄｰﾜ｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 東和薬品 抗不安剤 93中止
OZ Tw.OZ10 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠10｢ﾄｰﾜ｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 東和薬品 抗不安剤 94中止
OZ M131 OZ-10 糖衣錠 白 無 ｵｿﾞﾝﾀﾑ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 模範薬品研究所 抗不安剤 8708中止
OZ KB O15 γ Z15 耳:γ -OZ15mg 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠(15mg) ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載
OZ M132 OZ-20 糖衣錠 白 無 ｵｿﾞﾝﾀﾑ20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 模範薬品研究所 抗不安剤 8708中止
OZ KB 12O50 γ Z50 耳:γ -OZ50 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止
OZ 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症，心身症(更年

期障害，過敏性腸症候
群)治療剤

0104中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

OZ OZ117SV 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠SV20mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 進化製薬 抗不安剤 9410中止
OZE OZE 1mg:FY401 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｵｾﾞｽﾀﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 富士薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 03頃中止 940708収載
OZN 216 OZN 糖衣錠 白 無 ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患･脳血管障

害改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9408本
体刻印

OZSV OZ117SV 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠SV20mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 進化製薬 抗不安剤 9410中止
OZX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠75 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0304大正富山医薬品販

売 02ﾋｰﾄ75mg追加 9902
ﾋｰﾄ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

OZXQ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠75 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9511
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

OZXQ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

P A P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟﾛﾃﾞｯｸ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾃﾞｯｸ錠)
0410ﾋｰﾄ変更

P 裸錠 白 有 ｱｸｾﾉﾝ錠 ｴﾄﾄｲﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 0402頃中止
P O.S P O.S-P 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｺｽﾛﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 緩下剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄ錠105mg 硫酸鉄 525mg(鉄とし

て105mg)
ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 徐放型鉄剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯ
P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/微黄赤 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙﾄﾔ 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 富山化学工業 抗生物質製剤 9604中止
P 裸錠 淡褐～緑褐 無 健胃錠 大日本住友製薬 苦味健胃･制酸剤 旧ｺｰﾄﾞ(0810迄)，承継に

伴い(陽進堂へ)
P AL10:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ]

AL10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄)，裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
P 1P:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050927三共は販売終了

0204ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

P PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠25万単
位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)
060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B溶性錠)

P AL20:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ] ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 9911ﾋｰﾄ

AL20削除)
P 2P:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050927三共は販売終了

0204ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

P MS P-02  MS P-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾ

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄土 無 ﾋﾟﾍﾟﾗﾏｲｼﾝ錠100 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 長生堂製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0704中止 9806ﾋｰﾄ変更
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P PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万
単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

P MS P-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

9212中止

P P3 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 30mg 藤永製薬-第一三共 催眠･鎮静･抗けいれん 0904ﾋｰﾄ変更(SP→PTP）
P MS P-04  MS P-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合ｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾ

P MS P-05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

250mg，
250mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

9202中止

P NPI P5 NPI-P5 5mg：NPI-P5 5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1102ﾋｰﾄ裏記号追加等

P 裸錠 薄橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0909ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
裏→表等)

P P6:0.125mg 裸錠 白 無 ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠0.125mg 塩酸ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ水和
物

0.125mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
治療剤，ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症
候群治療剤

031212収載

P MS P07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝS錠)
割線に見える模様あり

P MS P08 MS PT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9607まで) 9509色
変更(旧:黄)

P MS P08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9608変更
(SP->PTP)

P MS P08
20万単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 0705頃中止

P P8:0.5mg 裸錠（楕円形） 白 有 ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ水和
物

0.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
治療剤，ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症
候群治療剤

031212収載

P MS P10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾝｾﾍﾟﾝP錠 ﾌﾟﾛﾋﾟｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 125mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9007中止
P NPI P10 NPI-P10 10mg：NPI-P10

10
裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
1102ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加等

P FS P10 FS-P10 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40m｢ﾌｿｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾒﾃﾞｽ錠)

P P 10 TTS-370 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg
｢ﾀｶﾀ｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠10)

P FS P10 FS-P10 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾒﾃﾞｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 扶桑薬品工業 利尿降圧剤 0608中止，販売名変更に
伴い(新:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ﾌ
ｿｰ｣) 8805本体刻印

P P 10 TTS-370 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 旧品名(090925ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀｶﾀ｣に変
更) 050708収載

P P10 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ｲﾜｷ｣
10mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 岩城製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0511中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
裏IW削除等 9111変更

P Tw B10 Tw.VB6-P-10
耳:Tw.VB6-P-10

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾋﾟﾍﾟﾀﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 1009中止 9807ﾋｰﾄ変更
900713収載

P MS P15 MS PA250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

9410中止

P MS P16 MS PAM500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

8909中止

P MS P17 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾅﾒﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 虚血性心疾患･脳血管障
害改善剤

9611中止

P MS P18 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg（ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 抗乳癌剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠)

354 / 404 ページ



P P 20 TTS-371 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg
｢ﾀｶﾀ｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠20)

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｻﾒﾃﾞｰﾙ錠10 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ﾏﾙｺ製薬 虚血性心疾患治療剤 9502中止
P FS P21 FS-P21 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg｢

ﾌｿｰ｣
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 扶桑薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止

P P30 30mg:IW 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ｲﾜｷ｣
30mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 岩城製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0207中止 9111変更

P Tw B30 Tw.VB6-P-30
耳:Tw.VB6-P-30

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

P Th801 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化性潰瘍治療剤 91中止
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠50 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 50mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
P 腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 富山化学工業 抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 9510ﾋｰ

ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
P ｶﾞﾁﾌﾛ 100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾁﾌﾛ錠100mg ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 100mg(ｶﾞﾁﾌﾛ

ｷｻｼﾝとして)
杏林製薬･大日本住友製
薬

広範囲経口抗菌薬 0809中止 020607収載 杏
林製薬のものとﾋｰﾄ異な

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9906まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

P 裸錠 白 無 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

P P101 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ﾚﾊﾞｲﾃﾞﾝ 肝臓加水分解物 100mg 東邦新薬 肝基質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9909まで) 9404
ｺｰﾄﾞ化，剤型変更(旧:糖

P 裸錠 白 有 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

P 裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

P 裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

0206中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

P 糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 9910中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
P P-111 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ﾚﾊﾞｲﾃﾞﾝ 肝臓加水分解物 100mg 東邦新薬-日医工 肝機能改善剤 0509中止
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704

収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠） 0110ﾋｰﾄ裏商
品名記載

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704

収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠（200mg）） 0110
ﾋｰﾄ裏商品名記載

P 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
P 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

P 裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
P 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0112ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 0001ﾋｰﾄ表商品名
記載

P 裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本住友製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｷﾈﾄﾝ錠)
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載
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P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙｻﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本製薬 組織修復性消化性潰瘍
用剤

9002中止

P 裸錠 白 無 ｴﾃﾞｭﾚﾝ 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

経口黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) ﾋｰﾄ裏
に曜日記載

P 裸錠 白 有 ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ「ﾅｶﾞヰ」錠25mg 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 気管支拡張・鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)，製造販
売元変更に伴い(新：日医

P 裸錠 白 有 ヱﾌｪﾄﾞﾘﾝ｢ﾅｶﾞヰ｣錠 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 25mg 大日本製薬 気管支拡張･鎮咳剤 旧品名(0211迄)
P 裸錠 白 無 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0001ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 970127販売
P 裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0110商品名変更(前:ｱﾚﾋﾞ

ｱﾁﾝ錠)
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

P
5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

P
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

P 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬・明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

050708収載，ﾋｰﾄ耳：大

P 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬･明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

1007頃割線追加 050708
収載，ﾋｰﾄ耳：大日本は

P 腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 富山化学工業 抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 9510ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

P P201 糖衣錠 褐 無 ﾎﾟﾙﾌﾗｼﾞﾝ(10mg) ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東邦新薬 肝機能改善剤 中止
P P202 糖衣錠 褐 無 ﾎﾟﾙﾌﾗｼﾞﾝ(20mg) ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 東邦新薬 肝機能改善剤 中止
P RU 203P:0.5 0.5 RU 203P：0.5mg 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本新薬 ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄) 0712承

継(ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽより)
P 裸錠 白 有 ｸﾗﾝﾎﾟｰﾙ錠200mg ｱｾﾁﾙﾌｪﾈﾄﾗｲﾄﾞ 200mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 1101中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ｸﾗﾝ
ﾎﾟｰﾙ錠)

P 裸錠 薄橙 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝHA錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 大日本住友製薬 経口血糖降下剤 0605色変更(前:淡黄)
040709収載

P 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
P 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本住友製薬 経口血糖降下剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠）
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠2.5mg ｸｴﾝ酸ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg 大日本住友製薬 消化管運動促進剤 980925収載 ﾋｰﾄ商品名

記載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧ
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg ｸｴﾝ酸ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 5mg 大日本住友製薬 消化管運動促進剤 980925収載 ﾋｰﾄ商品名

記載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧ
P 裸錠 黄～橙黄 有 ｺｴﾝｻﾞQ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大日本製薬 心筋代謝賦活剤 9610中止
P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾗﾘｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0108迄) 9601ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微橙黄/白半
透明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 20mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅/白半透
明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載
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P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青紫/白半透
明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾊﾟｽﾓﾘｰﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 大日本製薬 膵･胆道系鎮痙剤 9603中止
P 裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本製薬 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本住友製薬 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠)
97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 大日本製薬 ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ製剤 9611中止
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠50mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 大日本製薬 ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ製剤 9611中止
P 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
P 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 010706収載(商品名の変

更 前:ｾﾚﾈｰｽ錠)，ﾋｰﾄ変
P 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
P 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 010706収載(商品名の変

更 前:ｾﾚﾈｰｽ錠)，ﾋｰﾄ変
P 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 0107ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
P 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 0107ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
P 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧剤 97ﾋｰﾄ変更，表商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)
P 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧 03頃ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ変更，表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

P 裸錠(ひょうた
ん形)

白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠50mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧剤 03頃ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 980710収載 ﾋｰﾄ表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

P
SPR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 930827
収載

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 1101中止

P
SPR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠150mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 0111中止 930827収載

P JK401 P 裸錠 黄 無 ｵｰｿ777-28 (ﾌﾟﾗｾﾎﾞ) ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ･持田製薬 経口避妊剤(22～28日分
ﾌﾟﾗｾﾎﾞ)

0302中止 0201製造元社
名変更 990902販売
990616承認

P 糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本製薬 強心配糖体 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本住友製薬 強心配糖体 0602中止 0507PTP包装

中止 97ﾋｰﾄ変更，表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

P 裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0008中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
P 裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0008中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
P 裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾏﾐﾝ ｼﾞﾒﾝﾋﾄﾞﾘﾅｰﾄ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社

名変更
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
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P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本住友製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)，製造販
売元変更に伴い(新：日医

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9604中止
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡黄赤 有 ﾗﾘｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9604中止

P 糖衣錠 薄橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠10mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 大日本住友製薬 情動調整剤 0810頃色変更(前:淡黄
橙) 0207ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

P 糖衣錠 橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠25mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 情動調整剤 旧本体(1009迄) 020705
収載(商品名変更 前:ﾉﾘﾄ
ﾚﾝ錠)

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠25mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 情動調整剤 1009本体変更(糖衣錠→
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ，25追加)

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

P 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

P 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 9705中止 9509社名変更

P 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

P 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本住友製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

0203ﾋｰﾄ裏商品名記載
97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

P 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

P 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本住友製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

02ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

P 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本住友製薬 抗菌性化学療法剤 1101中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠300 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

150mg，
150mg

大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

P
250

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

P μ g 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本住友製薬 末梢性神経障害治療剤 1101中止
P 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P μ g 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本住友製薬 末梢性神経障害治療剤 1101中止
P 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
P 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
P 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｲﾅｰｾﾞ錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 1万ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ

単位
大日本製薬 抗炎症内服剤 9007中止

P 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g 大日本製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

P μ g 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大日本住友製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠)

P 裸錠 白 有 複合ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ配合錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 67mg，33mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:複合ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ
錠) ﾊﾞﾗ包装のみ

P 裸錠 白 無 ﾋﾟﾛﾆｯｸ錠100mg 尿素(13C) 100mg 大日本住友製薬 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染診断
用剤

020614収載

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽｶﾘｳﾑ錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ製剤 9705中止

358 / 404 ページ



P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 広範囲抗菌性化学療法 1101中止
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法

剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 広範囲抗菌性化学療法
剤

1101中止

P 糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 0004中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
P 糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本住友製薬 持続型血管拡張降圧剤 0705中止 0202ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製
薬

持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202
収載

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大日本住友製
薬

持続性不整脈治療剤 9708ﾋｰﾄ変更，商品名記
載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ

P
PIM

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製
薬

持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202
収載

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大日本住友製
薬

持続性不整脈治療剤 9708ﾋｰﾄ変更，商品名記
載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ

P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本住友製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 97ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
P 糖衣錠 白 無 ﾓﾃﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 大日本製薬 血圧降下剤 9002中止

P 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg大日本 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 旧品名(110301ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠
250㎎｢日医工｣に変更，
製造販売元が日医工へ
変更に伴い)

P 裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9306本体

P 裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧品名（0407迄），品名変
更（新：ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg
大日本）

P 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤、躁病・躁

状態治療剤
0405頃製剤変更（小型
化） 0002ﾋｰﾄ表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ変更

P 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤、躁病・躁

状態治療剤
0405頃製剤変更（小型
化） 010706収載(商品名
の変更 前:ﾊﾞﾚﾘﾝ錠)

P 裸錠 薄橙 有 ﾏｲｽﾀﾝ錠5mg ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ 5mg 大日本住友製薬･ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

抗てんかん剤 03頃ﾋｰﾄ変更 000502収
載，ﾋｰﾄ商品名記載(表:ｶ
ﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

P 裸錠 白 有 ﾏｲｽﾀﾝ錠10mg ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ 10mg 大日本住友製薬･ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

抗てんかん剤 03頃ﾋｰﾄ変更 000502収
載，ﾋｰﾄ商品名記載(表:ｶ
ﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 共和薬品工業 中枢神経賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0311迄)，0310製

造承継（大日本製薬よ
り），伴い商品名ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ
錠100mgへ変更

P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 中枢神経賦活剤 0107中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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P 裸錠 淡類橙 無 ﾚｺﾙﾃﾞｨｰﾙ錠 ｴﾌﾛｷｻｰﾄ 30mg 大日本製薬 冠循環増強剤 9501中止
P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大日本製薬 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(0811迄) 060609

収載(商品名変更に伴
い，前:ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ)

P 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 910823
収載

P 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本住友製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

9705ﾋｰﾄ変更，表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

P P001146 裸錠 白 無 ｿﾞｰﾐｯｸﾞRM錠2.5mg ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 2.5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 片頭痛治療薬/5-
HT(1B/1D)受容体作動薬

旧ﾃﾞｰﾀ 020614収載，ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
P001146は海外工場での
印刷材料管理番号（0301
から）

P P003738 裸錠 白 無 ｿﾞｰﾐｯｸﾞRM錠2.5mg ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 2.5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 片頭痛治療薬/5-
HT(1B/1D)受容体作動薬

旧ﾋｰﾄ(0301製造分から
はP001146) 020614収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) P003738は海外工場
での印刷材料管理番号

P D P D PND-5 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 交感神経β -受容体遮断
剤

旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9610本体
変更(旧:TA) 95本体刻印

P T P T 裸錠 白 有 ｶﾃﾌﾟﾁﾝ錠0.05mg 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.05mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
P Z P Z PLZ 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9603社

名変更 96本体刻印
P Z P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 9807

変更 9709ﾋｰﾄ変更，裏一
般名記載(ｶﾀｶﾅ)

P.S P.S 裸錠(楕円形) 淡黄橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(5mg) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 丸石製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止
P.S P.S YD017 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
淡紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢YD｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 陽進堂 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0706商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ

ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾖｳｼﾝ｣)
P.S P.S Tw.P.S 5mg:5mg 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 東和薬品 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0612商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ

ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣)
PA Tw:PA Tw.PA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾍﾟﾛﾃｰﾄ錠250 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 東和薬品 合成抗菌剤 0711中止
PA WELLCOME P3A 裸錠 紅橙 有 ﾍﾞﾀﾆﾄﾞｰﾙ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 日本ｳｴﾙｶﾑ 高血圧症治療剤 9403中止
PA Y PA10 Y-PA10 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｰｷﾝ糖衣錠(10) 塩酸ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0509製造販
売元変更，承継に伴い
(長生堂より)

PA Tu PA･010 Tu PA･010 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾊﾟﾗｱﾘﾅｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝB1･6･12剤 96中止
PA ZE 22 ZE22 PA 裸錠 白～微黄白 無 ﾋﾟｰｴｲ配合錠 全星薬品工-全星薬品，

沢井製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
感冒剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟｰｴｲ錠) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

PA Y PA50 Y-PA50 50mg：50mg 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｰｷﾝ糖衣錠(50) 塩酸ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾐﾝ 50mg 田辺三菱製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0509製造販
売元変更，承継に伴い
(長生堂より)

PA M627 PA-60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠｢ﾓﾊﾝ｣60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 模範薬品研究所 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9008中止
PA SW 075 SW 075 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛｽｴｰﾄﾞ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｽｴｰﾄﾞ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更

PA Tu-PA 100 Tu PA-100：Tu PA-100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾋﾟﾚﾏｲﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 辰巳化学･ﾏｲﾗﾝ製薬 消化管運動調律剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾋﾟﾚﾏｲﾝ錠)

PA PA 250 PA629SV 裸錠 淡黄 有 ﾊﾟﾊﾟﾅｰﾙ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 9308中止
PA MS P15 MS PA250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質

製剤
9410中止
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PAC PAC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾆｱﾐｼﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 科薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9108中止
PAD O.S-PAD PAD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/肌 ﾊﾟﾃﾞｽｷﾝ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 膵･胆道系鎮痙剤 9504中止
PAD KI 1170 PAD:MECT KI-1170 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾒｸﾄ 精神神経安定剤 旧ﾃﾞｰﾀ，ｺｰﾄﾞ(91まで)
PAD 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾘﾝ錠 臭化ﾌﾟﾘﾌｨﾆｳﾑ 15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成鎮痙剤 0512中止 0510製造元社

名変更 0504社名変更(合
併)

PAE IC-436:PAE 裸錠 白 無 ﾊﾟﾝｴﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ｲｾｲ 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾝｴﾙｺﾞｯﾄ)

PAE 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫 ﾊﾟﾝｺﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 慢性膵炎治療剤 0306中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PAK PAK:MECT KI-1241 裸錠 白 有 ﾊﾟｰｷﾈｽ錠2 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾒｸﾄ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 98中止
PAL PAL3 PAL3 錠剤(放出制御

型)
白 無 ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠3mg ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 101210収載

PAL PAL6 PAL6 錠剤(放出制御
型)

淡褐 無 ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠6mg ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 6mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 101210収載

PAL PAL9 PAL9 錠剤(放出制御
型)

桃 無 ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠9mg ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 9mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗精神病剤 101210収載

PAL Tw.PAL 10 Tw.PAL10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾊﾟﾙﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 鎮痛消炎剤 900713収載
PAL C-31A 10 C-31A･10 10:10 糖衣錠(腸溶

錠)
白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更

前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)
PAL Tw.PAL 20 Tw.PAL20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾊﾟﾙﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 東和薬品 鎮痛消炎剤 900713収載
PAL C-31A 20 C-31A･20 20:20 糖衣錠(腸溶

錠)
白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更

前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)
PAL C-31A 30 C-31A･30 30:30 糖衣錠(腸溶

錠)
白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更

前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)
PAM MS P16 MS PAM500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ﾋﾞｸｼﾘﾝ錠500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質

製剤
8909中止

PANTETHIN
ETAB. SIOE 100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠ｼｵｴ100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ｼｵｴ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0504ﾋｰﾄ変更

PAP SW SW-158:SW-PAP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑 無 ﾊﾟﾝﾍﾟﾗﾝ ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 沢井製薬 鎮痙･鎮痛剤 9409中止

PAR Sc 310 Sc310 PAR100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾗｸﾛｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 三和化学研究所 抗血小板剤 0512商品名変更(前:ﾊﾟﾗｸ
ﾛｼﾞﾝ錠) 03頃ﾋｰﾄ変更
（Sc310裏から表，裏商品
名記載） 950707収載

PART MO 25A MO25A 糖衣錠 青 無 ﾊﾟﾙﾀﾝM錠0.125mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾙﾀﾝM錠)

PASV PA 250 PA629SV 裸錠 淡黄 有 ﾊﾟﾊﾟﾅｰﾙ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 9308中止
PASY PA20SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾋﾞｵｽ20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 生晃栄養薬品 肝臓障害治療剤 9603中止
PAT SW-PAT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠60｢ｻﾜｲ｣ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 沢井製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 89中止
PATOLOS PATOLOS 200mg 錠剤 黄橙 無 ﾊﾟﾄﾛｽ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 東光薬品工業-ﾗｸｰﾙ薬

品販売
抗てんかん剤 00頃中止

PAU KI 2163 PAU:MECT KI-2163 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙｽﾘﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾒｸﾄ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

98中止

PB Heyl PB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾗﾃﾞｨｵｶﾞﾙﾀﾞｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ
500mg

ﾍｷｻｼｱﾉ鉄(Ⅱ)酸鉄
(Ⅲ)水和物

500mg 日本ﾒｼﾞﾌｨｼﾞｯｸｽ 放射性ｾｼｳﾑ体内除去剤 1012発売 薬価基準未収
載 ﾊﾞﾗ包装のみ

PB P B 2.5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟｺﾍﾞﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｺﾍﾞﾝ錠)

PB PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠25万単
位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)
060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B溶性錠)

PB PB 1:☆ORGANON PB1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

MSD 止しゃ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝ錠)
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PB PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万
単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

PB JUNSEI PB 30 裸錠 淡赤 無 ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ錠｢純生｣ ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 30mg 純生薬品工業 催眠鎮静剤 0502頃中止
PB PB:PB124SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｽﾀﾌﾞﾘﾝ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 第一薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 中止 9602承継 ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PB 250PB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止 9707ﾋｰﾄ変更

記載(ｶﾀｶﾅ
PB 500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
PBN PBN-250mg [ｼｵﾉ会社ﾏｰ

ｸ]
硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/褐 ﾌﾟﾛﾋﾞｰﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 肝臓疾患用剤･高脂質血

症改善剤
990709収載

PBSV PB:PB124SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｽﾀﾌﾞﾘﾝ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 第一薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 中止 9602承継 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PBT 裸錠 黄 有 ﾊﾟﾙﾋﾞﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 参天製薬 代謝性強心剤 9309中止
PC MZ-PC 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾝｺ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 三笠製薬 筋緊張性疾患治療剤 00頃中止 920710収載
PC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠50mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 気道粘液溶解剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠）
PC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 気道粘液溶解剤 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

PC Tu PC-15 15mg 糖衣錠 緑 無 ﾍﾟﾝｶﾙ｢ﾀﾂﾐ｣錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 辰巳化学 非麻薬性鎮咳剤 0404中止
PC 裸錠 橙黄 無 ﾍﾟﾘｸﾛﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管強化止血剤 92中止

PC Tu-PC 100 Tu PC-100 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚｺｰﾄ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

肝･胆･消化機能改善剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚｺｰﾄ100)
980710収載

PC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ（0303
迄） 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9604社名変更

PC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 0612中止 0303本体ｺｰﾄﾞ･
ﾋｰﾄ変更

PC PC 142 TYK142 1.25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾐﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 大正薬品工業-日本化
薬，興和ﾃﾊﾞ

血糖降下剤 9708ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

PC PC 143 2.5mg：TYK143 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾊﾟﾐﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大正薬品工業-日本化
薬，興和ﾃﾊﾞ

血糖降下剤 0503ﾋｰﾄ変更

PC PC PC218SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾌﾞｺﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 進化製薬 高脂血症治療剤 9603中止 940708収載
PCD O.S PCD O.S-PCD 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｸﾛｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 血液凝固阻止剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
PCDIU PCD 25:PCD 25IU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ﾊﾟﾝｸﾛｼﾞｽﾄ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 同仁医薬化工-東京田辺

製薬
循環障害改善剤 9805中止

PCET 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PCET 裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PCL 101 PCL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 9603社

名変更 900713収載
PCM PCM-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｼｶﾑ錠10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 正和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9403中止 920710収載
PCM PCM-20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｼｶﾑ錠20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 正和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9403中止 920710収載
PCOQ 裸錠 黄～橙黄 有 ｺｴﾝｻﾞQ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大日本製薬 心筋代謝賦活剤 9610中止
PCSV PC PC218SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾌﾞｺﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 進化製薬 高脂血症治療剤 9603中止 940708収載
PCT PCT40mg 二層裸錠 薄橙と白 無 ﾍﾟｸﾄﾚｯｸｽ錠 四硝酸ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙ 40mg 塩野義製薬 血管拡張･抗狭心症剤 9402中止 8807変更
PCTIU PCT 25IU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾊﾟﾝｸﾛｼﾞｽﾄ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 同仁医薬化工-ｴｽｴｽ製 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ製剤 9508中止
PD P D PND-5 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 交感神経β -受容体遮断

剤
旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9610本体
変更(旧:TA) 95本体刻印

PD P D 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 高血圧・狭心症・頻脈治
療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 98ﾋｰ
ﾄ変更，裏一般名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 8109収載

PD PD:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾝｼﾞｰﾙ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 岩城製薬 循環機能改善剤 9903中止 9201変更
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PD SW 904 SW-904 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾛﾃﾞｲﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾛﾃﾞｲﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏
記号(SW-PD)削除

PD Tw PD Tw.PD 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 高血圧･狭心症・頻脈治
療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢
ﾄｰﾜ｣)

PD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄紅 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

5mg 山之内製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ 0108本体P-D削

PD)削除
PD 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗性降圧剤 0504社名変更(合併)
PD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
10mg 山之内製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
旧ﾋｰﾄ 0108本体P-D削

PD)削除 000502収載
PD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PD 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 循環機能改善剤 0504社名変更(合併)

010907収載(商品名の変
更 前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠)

PD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PD PD 60 PD313SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾗﾍﾟｽﾃﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 進化製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9603中止
PD P-D 237 P-D237 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐透明 ｻﾞﾛﾝﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ 250mg 三共(ﾜｰﾅｰ･ﾗﾝﾊﾞｰﾄ提携) 抗てんかん剤 0204中止 8911ﾋｰﾄ表示
PD P-D 444:250 裸錠 白～微黄白 無 ﾎﾟﾝﾀｰﾙ錠250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0210ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

PD P-D 536 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 125mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

PD P-D 540 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

PDC PDC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾙﾄﾞｸﾘﾝ錠 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9011中止
PDLA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1009迄) 060609

収載(商品名変更に伴
い，前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLA20mg)

PDLA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ
LA40mg)

PDM 25mg 糖衣錠 濃橙 無 ﾋﾟｼﾞﾐﾄﾞｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 白井松新薬 冠循環改善剤 9903中止 9711ﾋｰﾄ変更
(PDM削除)，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

PDO P P PDO 2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾄﾞﾊﾟﾘﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 寿製薬-日研化学 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 0110ﾋｰﾄ
変更

PDSV PD 60 PD313SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾗﾍﾟｽﾃﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 進化製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9603中止
PE TA 121 Y-PE4:TA121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾅ錠4mg 塩酸ﾏｻﾞﾁｺｰﾙ 4mg 田辺三菱製薬 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群

治療剤
0710社名変更（前：製造
販売；田辺製薬，販売；三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾍﾟﾝﾄﾅ錠)

PE BMS 371 PE 10 裸錠 帯黄白 有 ﾍﾟﾐﾗｽﾄﾝ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで) 910315
収載
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PE PE12.5:12.5mg 糖衣錠 橙赤～赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠
12.5) 0207ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PE PE25:25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠)
0205ﾋｰﾄ変更 8909本体
追加

PE PE100:100mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠100mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠
100) 0201ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)等

PE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄透明 ﾍﾟｵﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日清ﾌｧﾙﾏ-塩野義製薬 EPA製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0511迄)，0504製
造販売元変更(塩野義ヘ)
0211ﾋｰﾄ裏変更 0107製
造元社名変更(前:日清製

PE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄透明 ﾍﾟｵﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 塩野義製薬 EPA製剤 0804中止 0511ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更，製造販売元承継に
伴い(前:日清ﾌｧﾙﾏ)

PE PE PE624SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾍﾟﾓｰﾙ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 抗菌剤 9603中止 95変更
PE PE PE629SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾍﾟﾓｰﾙ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)
PEBA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

PEBA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

PEC IC-510 PEC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾙｶﾗｰﾄ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｲｾｲ 循環機能改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｶﾗｰﾄ)

PECS 裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
PECS 裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
PEL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤/白 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 941202収

載
PEN SW-430:SW-PEN 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾝｾﾘﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 沢井製薬 冠循環増強剤 9301中止
PEN 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾞﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 藤沢薬品工業 微小循環改善剤 99中止 9710ﾋｰﾄ裏変更

(PEN削除)，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

PEN SW 431 SW-431 25：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾝｾﾘﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 沢井製薬 冠循環増強剤 1002中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾍﾟﾝ
ｾﾘﾝ25)

PER Tw:239 Y-PER10 10:Tw239 Y-
PER10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 東和薬品-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

消化管運動改善剤 0111中止 960705収載

PER PER12.5:12.5mg 糖衣錠 赤 無 ﾍﾟﾙﾐﾙﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 全星薬品工業 冠血管拡張剤 0802中止
PER PER25:25mg 糖衣錠 赤 無 ﾍﾟﾙﾐﾙﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 全星薬品工業 冠血管拡張剤 0210ﾋｰﾄ変更
PES Tw PES Tw.PES 裸錠 白～微褐白 有 ﾍﾟｼﾛﾝ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

東和薬品 腫脹緩解酵素剤 0303中止 950707収載

PEST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PEST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PESV PE PE624SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾍﾟﾓｰﾙ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 抗菌剤 9603中止 95変更
PESV PE PE629SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾍﾟﾓｰﾙ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)
PEX 50:Tw.PEX50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ﾍﾟｸｽﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東和薬品 組織修復性抗潰瘍剤 95中止
PEX 100:Tw.PEX100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ﾍﾟｸｽﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東和薬品 組織修復性抗潰瘍剤 95中止
PF Tw.PF 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品 微小循環改善剤 9909中止
PF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾊﾟﾗﾌｪﾉﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ 興和新薬 前立腺障害改善剤 9705中止
PF PF219SV 糖衣錠 黄 無 ﾄﾋﾟﾅｰﾑ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 進化製薬 微小循環改善剤 9603中止
Pfizer NSR 100:Pfizer NSR 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｾﾗﾗ錠100mg ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ 0912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加

070921収載
Pfizer NSR 25:Pfizer NSR 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾗﾗ錠25mg ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ 0911ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加

070921収載
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Pfizer NSR 50:Pfizer NSR 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾗﾗ錠50mg ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ 0912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
070921収載

PFIZER PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1105ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PFIZER PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PFIZER Pfizer:MVC 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

青 無 ｼｰｴﾙｾﾝﾄﾘ錠150mg ﾏﾗﾋﾞﾛｸ 150mg ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ-ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤
(CCR5阻害剤)

1009販売元変更，製造販
売元変更(前:ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾊﾞ
ﾗのみ

PFIZER pfizer:CHX 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠0.5mg 酒石酸ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ 0.5mg(ﾊﾞﾚﾆｸ
ﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ α 4β 2ﾆｺﾁﾝ受容体部分
作動薬(禁煙補助薬)

080418収載

PFIZER Pfizer:CHX 1.0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡青 無 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠1mg 酒石酸ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ 1mg(ﾊﾞﾚﾆｸﾘ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ α 4β 2ﾆｺﾁﾝ受容体部分
作動薬(禁煙補助薬)

080418収載

PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
PFIZER PT N06:10

mg OD
裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

PFIZER PT N05:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

PFIZER Pfizer:VGR25
25

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠25mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 25mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 1108ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PFIZER Pfizer:VGR50
50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 50mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 1102ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PFIZER PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PFIZER PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PFIZER Pfizer:RVT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾁｵ錠20mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 20mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ5阻害薬 080418収載

PFIZER PT F29 裸錠 白 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PFIZER PT F29 裸錠 白 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PFIZER PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万

単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更

に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZER PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(92まで)
PFIZER PSK C01:0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
PFIZER 0.5:PT C01 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0812ﾋｰﾄ表CAR 0.5削除

0305ﾋｰﾄMG削除
PFIZER PT E01 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PFIZER PSK C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
PFIZER 1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除

0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PFIZER PT T01 裸錠 白 無 ﾃﾘﾏｹﾞﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 胃粘膜麻酔剤 9805中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZER 裸錠 淡橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠“ﾌｧｲｻﾞｰ“ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9002中止
PFIZER PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PFIZER PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9110中止
PFIZER PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9105まで)
PFIZER PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
PFIZER PT E02 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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PFIZER PSK C03:2 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

PFIZER 2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1009迄)
060601収載

PFIZER PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
PFIZER PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9102変更
PFIZER PTU02 PT U02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾅｼﾝ錠 ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載
PFIZER PT N01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N01追加
PFIZER PSK C04:4 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
PFIZER 4:PT C04 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 4削除

0401ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1010迄)
060601収載

PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9508
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107

PFIZER 裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
PFIZER 裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9203変更
PFIZER 5:PT N02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N02追加
PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
PFIZER PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)

PFIZER PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 非麻薬性鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9405まで)

PFIZER PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)

PFIZER PT B12 PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9509ﾋｰﾄ
裏商品名記載

PFIZER PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9406まで)

PFIZER PT B13 PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載

PFIZER C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
PFIZER C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9111変更
PFIZER PT F20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PFIZER Pfizer:RVT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾁｵ錠20mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 20mg(ｼﾙﾃﾞﾅ

ﾌｨﾙとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ5阻害薬 080418収載

PFIZER PT F21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PFIZER Pfizer:VGR25 VIAGRA25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし

形)
青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠25mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 25mg(ｼﾙﾃﾞﾅ

ﾌｨﾙとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1108迄) 薬価

未収載
PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載
PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9108まで)
PFIZER PT F36 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 95ﾋｰﾄ

裏商品名記載
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PFIZER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変
更(旧:淡黄)

PFIZER Pfizer:VGR50 VIAGRA50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 50mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1102迄) 薬価
未収載

PFIZER TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9204まで)
PFIZER TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 9508ﾋｰﾄ裏商

品名記載 9204変更
PFIZER PT 094 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9004中止
PFIZER PT 095 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9010中止
PFIZER PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)
PFIZER PT 097 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

PFIZER PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変
更(旧:淡黄)

PFIZER PT142 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠250mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9005中止
PFIZER PT143 PT 143 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠500mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9310色変更(旧:
PFIZER MMT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤紫/濃赤

紫
ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝTｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾘｱｾﾁﾙｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 8912中止

PFIZER PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
PFIZER PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 9805中止 9802ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9102変
PFIZER Pfizer:ZTM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 250mg(ｱｼﾞｽ

ﾛﾏｲｼﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

0304社名変更（統合に伴
い） 000531収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZER PFIZER:308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠600mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 600mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質

0304社名変更（統合に伴
い） 011228収載

PFIZER 0:PT 324 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺｰﾄﾘﾙ錠)

PFIZER PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9105変更

PFIZER PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PFIZER PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PFIZER PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PFIZER PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PFIZER PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
PFIZER 1:PT 433 裸錠 淡橙 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
PFIZER 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0607中止 0304社名変更

（統合に伴い）
PFIZER 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
PFIZER PT 441 裸錠 淡橙白 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.25mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9402色変更(旧:
PFIZER PT 442 裸錠 淡橙 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.5mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 9509ﾋｰﾄ裏商

品名記載
PFIZER PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ

ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

PFIZER PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9508
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

PFIZER PT 542 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9510
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

PFIZER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾗｯｸｽ-
P(50mg)) 0304社名変更
（統合に伴い）

PFIZERANL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変
更(旧:淡黄)

PFIZERANL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 消炎鎮痛剤 0707中止 98製造元変更
9804ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

PFIZERANL PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変
更(旧:淡黄)

PFIZERATP PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

PFIZERATP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

PFIZERATP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

PFIZERATP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾗｯｸｽ-
P(50mg)) 0304社名変更
（統合に伴い）

PFIZERBAC PT B12 PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9509ﾋｰﾄ
裏商品名記載

PFIZERBAC PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERBAC PT B13 PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載

PFIZERBAC PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERCBT PT 641 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ
ﾙとして)

ﾃｲｶ製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 広域駆虫剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(佐藤製薬へ) 03頃
ﾋｰﾄ変更

PFIZERCDT Pfizer:CDT 051 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠4番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

PFIZERCDT Pfizer:CDT 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（六角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠3番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

PFIZERCDT Pfizer:CDT 251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠2番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

PFIZERCDT Pfizer:CDT 255 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠1番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

PFIZERCHX pfizer:CHX 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠0.5mg 酒石酸ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ 0.5mg(ﾊﾞﾚﾆｸ
ﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ α 4β 2ﾆｺﾁﾝ受容体部分
作動薬(禁煙補助薬)

080418収載

PFIZERCHX Pfizer:CHX 1.0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡青 無 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠1mg 酒石酸ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ 1mg(ﾊﾞﾚﾆｸﾘ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ α 4β 2ﾆｺﾁﾝ受容体部分
作動薬(禁煙補助薬)

080418収載

PFIZERD Pfizer D05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
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PFIZERD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴
い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERD Pfizer D06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
PFIZERD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERDA 裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
PFIZERDIF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERDIF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴
い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERDIFP Pfizer D05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
PFIZERDIFP Pfizer D06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
PFIZERF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
PFIZERF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9712ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PFIZERF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9108まで)
PFIZERF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9702ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PFIZERF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304

大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

PFIZERF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な

PFIZERF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 1007中止 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更 ﾌｧｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

PFIZERF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304
大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

PFIZERF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な

PFIZERF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 1007中止 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更 ﾌｧｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

PFIZERFAS PT F20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PFIZERFAS PT F21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PFIZERFC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴

い） 大正富山とﾋｰﾄ異な
PFIZERFC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄

緑
ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴

い） 大正富山とﾋｰﾄ異な
PFIZERFD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
PFIZERFD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9712ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PFIZERFD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9108まで)
PFIZERFD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9702ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PFIZERGEO PT142 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠250mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9005中止
PFIZERGEO
U

PT143 PT 143 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠500mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9310色変更(旧:

PFIZERPB PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠25万単
位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)
060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B溶性錠)
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PFIZERPBM
U

PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万
単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERPGN pfizer PGN 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

PFIZERPGN pfizer PGN 75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤褐/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 75mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

PFIZERPGN pfizer PGN 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 150mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

PFIZERPT PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
PFIZERPT PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)
PFIZERPT PT 097 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

PFIZERPT PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
PFIZERPT 0:PT 324 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺｰﾄﾘﾙ錠)
PFIZERPT PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9105まで)
PFIZERPT PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PFIZERPT PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PFIZERPT PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
PFIZERPT PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
PFIZERPT 1:PT 433 裸錠 淡橙 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
PFIZERPT 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0607中止 0304社名変更

（統合に伴い）
PFIZERPT PT 441 裸錠 淡橙白 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.25mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9402色変更(旧:
PFIZERPT PT 442 裸錠 淡橙 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.5mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 9509ﾋｰﾄ裏商

品名記載
PFIZERPTA PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

PFIZERPTA PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)

PFIZERPTA PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1105迄)

PFIZERPTA PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)

PFIZERPTA PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

PFIZERPTA PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9406まで)

PFIZERPTA PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和性心安
定剤

9805中止 9511PTP包装
のみ中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載

PFIZERPTE PT E01 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERPTE PT E02 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERPTF PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 非麻薬性鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9405まで)

PFIZERPTF PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠)
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PFIZERPTM PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PFIZERPTM PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
PFIZERPTM PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
PFIZERPTP PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠25万単

位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 1003ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PFIZERPTP PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
PFIZERPTP PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万

単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更

に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERPTT PT T01 裸錠 白 無 ﾃﾘﾏｹﾞﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 胃粘膜麻酔剤 9805中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFIZERREP Pfizer:REP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾚﾙﾊﾟｯｸｽ錠20mg 臭化水素酸ｴﾚﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 20mg(ｴﾚﾄﾘﾌﾟ
ﾀﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 5-HT1B/1D受容体作動
型片頭痛治療剤

0304社名変更（統合に伴
い） 020607収載

PFIZERSEA
RLE

SEARLE 701:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾｰﾌﾞﾃﾝｽ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 心臓選択性β 遮断剤

PFIZERSTN Pfizer STN12.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤褐/濃赤
褐

ｽｰﾃﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ12.5mg ﾘﾝｺﾞ酸ｽﾆﾁﾆﾌﾞ 12.5mg(ｽﾆﾁ
ﾆﾌﾞとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗悪性腫瘍剤，ｷﾅｰｾﾞ阻
害剤

080613収載

PFIZERSVT SVT:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾌﾞﾃﾝｽ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 心臓選択性β 遮断剤 100528収載
PFIZERUN PTU02 PT U02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾅｼﾝ錠 ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載
PFIZERUNA PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾅｼﾝ錠)

PFIZERVBM PT 094 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9004中止
PFIZERVBM PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)
PFIZERVBM PT 095 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9010中止
PFIZERVFD Pfizer：VOR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載
PFIZERVOR Pfizer：VOR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載
PFIZERVOR Pfizer：VOR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載

PFIZERZLT Pfizer:ZLT25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg 塩酸ｾﾙﾄﾗﾘﾝ 25mg(ｾﾙﾄﾗﾘ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

060601収載

PFIZERZLT Pfizer:ZLT 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠50mg 塩酸ｾﾙﾄﾗﾘﾝ 50mg(ｾﾙﾄﾗﾘ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

060601収載

PFIZERZTM ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄白 ｼﾞｽﾛﾏｯｸｶﾌﾟｾﾙ小児用
100mg

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 100mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

0304社名変更（統合に伴
い） 000531収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PFLM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
PFLM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法

剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

PFSV PF219SV 糖衣錠 黄 無 ﾄﾋﾟﾅｰﾑ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 進化製薬 微小循環改善剤 9603中止
PFT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg わかもと製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
PFT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg わかもと製薬 代謝性製剤 0103中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PFU PF:U 100 徐放錠 白 無 ﾕﾆｺﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 1日1回型ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠

100mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

PFU PF:U 100 Otsuka PF U100
100mg:100mg

徐放錠 白 無 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠100(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

PFU P F:U 200 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
200mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

PFU P F:U 200 Otsuka PF U200
200mg:200mg

徐放錠 白 有 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠200(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
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PFU P F:U 400 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠400 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
400mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

PFU P F:U 400 Otsuka PF U400
400mg:400mg

徐放錠 白 有 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠400mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠400(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

PG PG0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

PG PG1:1mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号削除

PG Y-PG250 Y-PG250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾍﾟﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ錠250 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0110承継され経過措置
(新商品名:ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠

PG 裸錠 白 有 ﾎﾟﾘﾚｸﾞﾛﾝ錠 ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg 山之内製薬 降圧利尿剤 9602中止
PGLI 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
PGN pfizer PGN 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛

治療剤
100611収載

PGN pfizer PGN 75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤褐/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 75mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

PGN pfizer PGN 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 150mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

PH PH 101 PH101:PH101 裸錠 白 有 ｲﾅﾐｼﾞﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 持続性消炎･鎮痛剤 0606中止 940708収載
PH PH 102 PH102：50mg 裸錠 微黄白 無 ﾏｲﾛﾆﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 自律神経調整剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏｲﾛﾆﾝ錠)
PH PH103 裸錠 白 有 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ錠｢ﾐﾀ｣ 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ 2.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 02頃中止 9507PTP包装

中止
PH PH105 裸錠 淡緑 無 ｸﾞﾘﾈｰﾄS錠 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0403中止
PH PH106：10mg 裸錠 白 有 ｻﾝｸﾐﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0703中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
PH PH107 裸錠 白 有 ｽﾀﾃﾞｨｰ 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 鎮痙剤 9503中止
PH PH 108 PH108：2mg 裸錠 白 有 ﾄﾘﾍｷｼﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0712商品名変更(前:ﾄﾘﾍ

ｷｼﾝ錠) 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

PH PH 109 PH109：1mg 裸錠 白 有 ｷﾞﾎﾞﾝｽﾞ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，旭化成ﾌｧｰﾏ

筋緊張緩和剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH110 裸錠 白 有 ﾐﾀﾉﾘﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 筋緊張緩解剤 97中止
PH PH 112 PH112：80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚﾝｸﾞ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 非ステロイド性鎮痛・消

炎剤
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 040709収載

PH PHARMAR 113 PH113:100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高尿酸血症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0801迄)
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾛﾌﾟﾘ

PH PH 113 PH113:100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高尿酸血症治療剤 0801本体ｺｰﾄﾞ変更

PH PH115 裸錠 白 有 ﾉｲﾏｯｸｽ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 催眠鎮静剤 9706中止
PH PH166 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾘﾔｷﾝ錠10 ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 神経安定剤 0310中止
PH PH116 裸錠 淡黄 有 ﾉｲﾏｯｸｽ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 催眠鎮静剤 9704中止
PH PH117：1mg 裸錠 白 有 ﾊｲﾆｭｰｽ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0710中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
PH PH118 裸錠 白 有 ｴｾｯｸﾁﾝ錠2 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗精神病剤 9705中止
PH PH 119:6 PH119 6mg：6mg 裸錠 白 有 ﾐﾀﾎﾟｯﾌﾟ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ めまい・平衡障害治療剤 0912中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ﾐﾀ
ﾎﾟｯﾌﾟ6)

PH PH 120:12 PH120 12mg：12mg 裸錠 白 有 ﾐﾀﾎﾟｯﾌﾟ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ めまい・平衡障害治療剤 0912中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾐﾀ
ﾎﾟｯﾌﾟ12)
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PH PH121 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠｢ﾐﾀ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗不安剤 97中止
PH PH122 裸錠 白 有 ﾄｰｷｾﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 消炎鎮痛剤 0108中止
PH PH123 裸錠 白 有 ｴｾｯｸﾁﾝ錠1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗精神病剤 9706中止
PH PH 124 PH124 7.5:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾞﾊﾟﾘｰﾙ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 睡眠障害改善剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ) 980710収載
PH PH 125 PH125 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾞﾊﾟﾘｰﾙ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 睡眠障害改善剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ) 980710収載
PH PH 130 PH130 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消化管運動賦活剤 080704収載
PH PH 131 PH131 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢PH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

PH PH 132:5 PH132 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢PH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

PH PH132:25 糖衣錠 白 無 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ錠｢ﾐﾀ｣25 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
PH PH139 糖衣錠 橙 無 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 中枢性筋弛緩剤 97中止
PH PH141 10 mg 糖衣錠 淡青 無 ﾐﾀﾌﾟﾁﾘﾝ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗うつ剤 9810中止
PH PH142 25 mg 糖衣錠 淡青 無 ﾐﾀﾌﾟﾁﾘﾝ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗うつ剤 9810中止
PH PH143:100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 解熱鎮痛消炎剤 0703中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
PH PH147 糖衣錠 淡緑 無 ﾘｻﾁｰﾌ錠10 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗不安剤 9807中止
PH PH148 糖衣錠 白 無 ｾﾛｰｻ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗めまい剤 8904中止
PH PH149 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾎﾞｲ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 筋緊張･循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9404まで) 920710

収載
PH PH150 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
PH PH 151 PH151:50mg 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾎﾞｲ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 筋緊張改善剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾝﾎﾞｲ錠)
PH PH 152 PH152 裸錠 白 無 ｷｼｹｲﾝ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 持続性心身安定剤 0205中止 980710収載
PH PH 153 PH153 裸錠 薄橙 有 ｷｼｹｲﾝ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 持続性心身安定剤 0205中止 980710収載
PH PH160 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾀﾌﾟﾛｹﾞﾝ錠80 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 膵･肝･胆道系鎮痙剤 0512中止
PH PH161 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｸﾗｼﾞﾝ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 精神神経安定剤 9607PTP包装中止
PH PH162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｸﾗｼﾞﾝ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 精神神経安定剤 9607PTP包装中止
PH 50 PH163：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾌｧﾙﾐﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，共和薬品工業
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH 100 PH164：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾌｧﾙﾐﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，共和薬品工業
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH167:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾀﾞﾌﾞﾙ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗てんかん剤，躁病・躁

状態治療剤
0710中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

PH PH 171:2.5 2.5mg PH171 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
PH｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

PH PH 172:5 5mg PH172 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
PH｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

PH PH 173:10 10mg PH173 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
PH｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

PH PH180 PH180 10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾚｲﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0710中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ) 980710
収載

PH PH181:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｵｺｰﾅｰｶﾌﾟｾﾙ250 ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 消炎鎮痛剤 0609中止
PH PH 182 PH182 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ﾄｰﾍﾞﾘｯｸ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 消炎鎮痛剤 9603中止
PH PH200 裸錠 白 有 ｱｾﾀｿﾞｰﾙｱﾐﾄﾞ錠｢ﾐﾀ｣ ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 9503中止
PH PH 201 PH201 30:PH201 裸錠 白 有 ｲｻｺｰﾙ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
97中止 940708収載

PH PH 202 PH202 裸錠 白 無 ｸﾛﾌｪﾄﾞﾘﾝS配合錠 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾌｪﾄﾞﾘﾝS錠)

PH PH204 裸錠 白 無 ｻｲｻﾞｲﾄﾞ50 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 降圧利尿剤 9212中止
PH PH205 裸錠 白 有 ｻｲｻﾞｲﾄﾞ ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 降圧利尿剤 9212中止
PH PH206 裸錠 淡黄 無 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ錠｢ﾐﾀ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 利尿降圧剤 97中止
PH PH208：40mg 裸錠 白 無 ﾊﾛｯﾌﾟ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 胃腸内ｶﾞｽ除去剤 0505中止
PH PH 209 PH209：5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢ﾐﾀ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
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PH PH 210 PH210：40mg 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ﾐﾀ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ・富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

利尿降圧剤 1007中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾛｾ
ﾐﾄﾞ錠｢ﾐﾀ｣)

PH PH211 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾎﾙﾓ ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 9206中止
PH PH213 裸錠 白 有 ﾐﾀｿﾞｰﾝ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0505中止
PH PH 214 PH214：15mg 裸錠 白 有 ﾐﾀｿﾙﾊﾞｲﾄﾞ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:塩酸ｱﾝ
ﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠15mg｢PH｣)
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

PH PH 214 PH214：15mg 裸錠 白 有 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠15mg｢
PH｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾀｿﾙﾊﾞｲﾄﾞ錠)

PH PH 215 PH215 裸錠 白 有 ﾄｰﾌﾞﾛﾐﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳循環･代謝改善剤 9903中止 940708収載
PH PH216 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾐﾀ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 97中止
PH PH 217 PH217 裸錠 淡黄褐 有 ﾉｲﾀﾞﾌﾞﾙ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 利尿降圧剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH218 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/淡黄 ﾆﾙｾﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 胆道疾患治療剤 0001中止
PH PH220 裸錠 黄褐 有 ｾﾞﾝﾄｽ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 97中止
PH 2 PH221 PH221:2mg 裸錠 白 有 ｲﾉﾍﾞｰｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0609中止 960705収載

PH PH222 裸錠 白 無 ﾐﾀｰﾙ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 動脈硬化用剤 9503中止
PH PH223：10mg 裸錠 白 有 ﾀｸﾞ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0705中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

PH PH 224 PH224 裸錠 白 有 ﾀｸﾞ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9706中止

PH PH225 裸錠 白 無 ﾐﾀｺﾞｯﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 起立性低血圧･片頭痛用
剤

97中止

PH PH 227 PH227 25:25μ g 裸錠 白～微黄 無 ｽﾀﾋﾞﾝﾄ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 気管支拡張剤 0912中止
PH PH 228 PH228 50:50μ g 裸錠 白 有 ｽﾀﾋﾞﾝﾄ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 気管支拡張剤 0912中止
PH PH230 糖衣錠 淡青 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾐﾀ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 不整脈治療剤 9504中止
PH PH 231 PH231：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞﾄｰﾙ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 030704収載

PH PH232 糖衣錠 黄 無 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ錠｢ﾐﾀ｣ ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 利胆剤 9212中止
PH PH240 糖衣錠 淡赤 無 ﾗﾅﾄｻｲﾄﾞC錠｢ﾐﾀ｣ ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 強心剤 97中止
PH PH242 糖衣錠 白 無 ｼﾝﾅﾌﾞﾚｲﾝ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 97中止

PH PH244 糖衣錠 白 無 ｴﾁｽﾃｲﾝ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 粘膜正常化剤 0004中止
PH PH245：25mg 糖衣錠 赤 無 ﾄｰﾓﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 冠循環増強剤 0609中止 0001色変更(や

や淡赤に)
PH PH246 糖衣錠 白 無 ﾛｽﾎﾟﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳血流障害改善剤 9603中止
PH PH 248 PH248 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性Ca拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH 249 PH249 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性Ca拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH 251 PH251：2.5mg 裸錠 薄桃 無 ﾌｧﾙﾌﾟﾘﾙ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH 252 PH252：5mg 裸錠 薄桃 有 ﾌｧﾙﾌﾟﾘﾙ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH 254 PH254：10mg 裸錠 白 有 ｱｯﾌﾟﾌﾘｰ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0908中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

PH PH 255 PH255 25mg:PH255 裸錠 白 有 ｶﾅﾉﾐﾝ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 持続性ACE阻害剤 0705中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

PH PH260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾀﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 非麻薬性鎮咳剤 9503中止
PH PH261 耳:CNZ50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳血流促進剤 9906中止
PH PH262 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗ錠10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 降圧剤 9506中止
PH PH263 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 降圧剤 97中止
PH PH264:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾀﾝ錠30 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 非麻薬性鎮咳剤 0501中止
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PH PH:265 PH265 25mg：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｼﾞﾒ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ β 遮断剤 0908中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

PH PH 266 PH266 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｼﾞﾒ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ β 遮断剤 0908中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

PH SW 267 SW-267 25:25mg 裸錠 白～微黄 無 ﾊﾟﾊﾟｺｰﾙ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 沢井製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 1003中止
PH PH267 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞｽﾉｸﾛﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 微小循環改善剤 9212中止
PH PH 268 PH268：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾗｰﾑ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 頻尿治療剤 1003大正薬品工業中止

0806商品名変更(前:ﾛﾗｰ
ﾑ錠)

PH PH 269 PH269 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄｰﾏｲﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 消化管運動改善剤 9903中止 960705収載
PH PH 270 PH270：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｰｴﾑ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞｰｴﾑ錠)
PH PH:271 PH271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｻｰｾﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
PH PH272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾀｶｰﾄﾞ錠20 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ β 遮断剤 0004中止 9802再開 97中

止 920710収載
PH PH 273 PH273 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾀｶｰﾄﾞ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ β 遮断剤 0004中止 9802再開 97中

止 920710収載
PH PH 274 PH274 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾀﾅｰﾙ錠 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳血管障害改善剤 9903中止 920710収載
PH PH 275 PH275 50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 不整脈治療剤 1003大正薬品工業中止

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH 275 TO50:PH275 50 Y-TO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

不整脈治療剤 0012中止 960705収載

PH PH 276 PH276 100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 不整脈治療剤 1003大正薬品工業中止
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH 276 TO100:PH276 100 Y-
TO100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

不整脈治療剤 0012中止 960705収載

PH PH:277 PH277 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾀﾌﾟﾘﾄﾞ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 0903中止 0702社名変更
(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

PH PH:278 PH278 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｲﾄﾞS錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 脳循環･代謝改善剤 旧品名(0712迄，新品名:
ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢PH｣) 東
洋ﾌｧﾙﾏｰのｾﾚｲﾄﾞ錠(ﾆｾﾙ
ｺﾞﾘﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

PH PH:278 PH278 5:PH278 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｲﾄﾞ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳循環･代謝改善剤 9806中止 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ
のｾﾚｲﾄﾞS錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ)と
ｺｰﾄﾞ同じ

PH PH:278 PH278 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢PH｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 脳循環･代謝改善剤 0908中止 0712商品名変
更(前:ｾﾚｲﾄﾞS錠) 東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰのｾﾚｲﾄﾞ錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘ
ﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

PH PH282 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾐﾀﾛﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾗｰﾄ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳･末梢血流改善剤 9905中止
PH PH283 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳血流促進剤 97中止
PH PH286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｰﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗潰瘍･精神用剤 0705中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
PH PH288 100 PH288 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾌｧﾙｺﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 粘膜保護･組織修復胃

炎･胃潰瘍治療剤
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH289 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾆﾌﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 高血圧･狭心症治療剤 0204中止
PH PH 298 PH298 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ｶﾞｽﾄﾞｯｸ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ) 020705収載
PH PH 299 PH299 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ｶﾞｽﾄﾞｯｸ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ) 020705収載
PH PH301 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠｢ﾐﾀ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 止血剤 0609中止
PH PH 302 PH302：40mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾙﾘﾝﾄﾞ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ｽﾙﾎﾆﾙ尿素系血糖降下 0609中止 940708収載
PH PH303：20mg 裸錠 橙黄 有 ﾐﾀﾝB2錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH 304 PH304：30mg 裸錠 白 無 ﾐﾀﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消炎酵素剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
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PH PH 305 PH305：90mg 裸錠 白 無 ﾐﾀﾁｰﾑ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 消炎酵素剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH307 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞｸﾛﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血管強化･止血剤 9507中止

PH PH 308 PH308：50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾍﾞﾝｽﾞﾏﾛﾝ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，日本ｹﾐﾌｧ，富士ﾌｲﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

高尿酸血症治療剤 0702製造販売会社社名
変更(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)

PH PH 309 PH309：75mg 裸錠 白 無 ﾙﾎﾟｯｸ錠75mg ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 鎮痛・抗炎症・解熱剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH 310 PH310 0.5 裸錠 白 有 ｴﾝｿﾞｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 0501中止 900713収載
PH PH 311 PH311 1mg:PH311 1mg 裸錠 淡橙 有 ｴﾝｿﾞｼﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血圧降下剤 0501中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ) 900713
収載

PH PH 312 PH312：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾑｰﾋﾞﾆﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 骨粗鬆症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｰﾋﾞﾆﾝ錠)

PH PH 313：0.2 PH313 0.2mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾑ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 050708収載

PH PH 314：0.3 PH314 0.3mg 裸錠 白 無 ﾍﾞﾛﾑ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 050708収載

PH PH331 糖衣錠 橙黄 無 FAD錠｢ﾐﾀ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9212中止
PH PH332 10mg 糖衣錠 橙黄 無 FAD錠｢ﾐﾀ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0508中止
PH PH334 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏﾘｰｻﾞ錠15 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 自律神経賦活剤 8905中止
PH PH335 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏﾘｰｻﾞ錠25 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 自律神経賦活剤 97中止
PH PH336 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏﾘｰｻﾞ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 自律神経賦活剤 0609中止
PH PH337 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 解毒剤 9212中止
PH PH338:100mg 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠100mg｢PH｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 解毒剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠)
PH PH339 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾐﾀﾝ錠10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 97中止
PH PH340 糖衣錠 黄 無 ﾊｲﾐﾀﾝ錠20 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 97中止
PH PH341 糖衣錠 白 無 ﾄﾅﾐﾝ錠 肝臓加水分解物 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 肝臓加水分解物製剤 97中止
PH PH342：50mg 糖衣錠 橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝE錠｢ﾐﾀ｣ ｺﾊｸ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙｶﾙｼｳ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 0511中止
PH PH343 糖衣錠 赤 無 ﾌﾞｲ12 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0406中止
PH PH345 糖衣錠 赤 無 ﾐﾀﾝA 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝ配合剤 0511中止
PH PH347 糖衣錠 黄 無 ﾐﾀﾝF10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0307中止
PH PH 348 PH348 25mg：25mg 糖衣錠 黄 無 ﾌﾙﾙﾐﾝ錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0903中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
PH PH349 50mg：50mg 糖衣錠 黄 無 ﾌﾙﾙﾐﾝ錠50 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0903中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
PH PH350 糖衣錠 赤 無 ｿﾙﾊﾞ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9808中止
PH PH 351 PH351：20mg 糖衣錠 白 無 ﾐﾀﾋﾟﾗ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ Ca拮抗性降圧剤 0609中止 900713収載
PH PH 357 PH357 50mg：50mg 皮膜錠 白 無 ｷﾈﾙﾀﾞｰ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH360 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶 無 ｴﾀﾅﾘｰ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 慢性肝疾患治療剤 8905中止
PH PH361 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ATP錠｢ﾐﾀ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 代謝性製剤 0609中止
PH PH362：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ錠50mg｢ﾐﾀ｣ 塩酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 糖尿病治療剤 0908中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:塩
酸ﾌﾞﾎﾙﾐﾝ錠｢ﾐﾀ｣)

PH PH364 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾐﾀﾊﾟﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0110中止
PH PH365 15mg：PH365

15mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 FAD錠｢ﾌｧﾙﾏｰ｣15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
15mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0609中止 051216収載(商

品名変更に伴い，前:FAD
錠｢ﾌｧﾙﾏｰ｣)

PH PH 366 PH366：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾙﾛｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 抗血小板剤 0812商品名変更(前:ﾌｧﾙ
ﾛｼﾞﾝ錠)

PH PH 367 PH367：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾙｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 H2受容体拮抗剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH369 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾀｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

東洋ﾌｧﾙﾏｰ 血管代謝改善剤 9212中止 900713収載

PH PH370 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾌｪﾝ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳循環代謝改善剤 9212中止 900713収載
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PH PH371 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾌｪﾝ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 脳循環代謝改善剤 9212中止 900713収載
PH PH380:250μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗紅/暗紅 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾐﾀ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0609中止
PH PH381:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/帯黄白 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0703中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
PH PH382 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾐﾀﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 消化酵素剤 中止
PH 20 PH468:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｱﾚｹﾞｲﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH 471 PH471 1mg:1mg 糖衣錠 白 無 ﾖｼﾉﾁﾝ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706中止 0702社名変更

(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ) 940708
収載

PH PH 473 PH473 30:30mg 裸錠 白 有 ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｶﾞｰﾗ
ﾝﾄﾞ錠)

PH PH480 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌｧﾙﾐｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 抗悪性腫瘍剤 中止
PH PH611 100 100:PH611 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾐﾀﾄﾆﾝ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 広範囲経口抗菌剤 0912中止
PH PH612 200 200:PH612 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾐﾀﾄﾆﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 広範囲経口抗菌剤 0912中止
PH PH 613 PH613：200mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾙﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH 614 PH614：400mg 裸錠 白 有 ﾌｧﾙﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH680 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/黄 ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 化学療法剤 0009中止
PH PH685 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9212中止
PH PH686 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡灰 ﾍﾟﾁｵﾝ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 合成抗菌剤 9212中止
PH PH 711 PH711 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾋﾟｰｸ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH 711 PH711：5mg 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾛｶｯﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞﾋﾟｰ
ｸ錠5mg)

PH PH 712 PH712 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞﾋﾟｰｸ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ)

PH PH 712 PH712：10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾛｶｯﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞﾋﾟｰ
ｸ錠10mg)

PH PH:713 PH713 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢PH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060707収載

PH PH 714 PH714 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
PH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060707収載

PH PH 725:10 PH725 10：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶﾙｴｯﾄ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 持続性Ca拮抗降圧剤 0912中止
PH PH 726:20 PH726 20：20mg 裸錠 薄橙 有 ｶﾙｴｯﾄ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 持続性Ca拮抗降圧剤 0912中止
PH PH 731：10 PH731 10mg 皮膜錠 白 無 ﾍﾟﾆﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
尿失禁・頻尿治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH 732：20 PH732 20mg 皮膜錠 白 無 ﾍﾟﾆﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製

薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
尿失禁・頻尿治療剤 0702社名変更(前:東洋ﾌｧ

ﾙﾏｰ)
PH PH 733 PH733 4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢PH｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060707収載

PH PH:771 5mg PH771:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
PH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

PH PH:772 10mg PH772:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
PH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-杏林製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

PH PH2182 200mg：200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾄｰｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 経口痔核治療剤 0912中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄｰｸ
ﾛﾝ)

PH PH2183 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾙﾅｰ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0609中止
PHARMACI
A&UPJOHN

MYCOBUTIN
Pharmacia&Upjohn

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤褐/濃赤
褐

ﾐｺﾌﾞﾃｨﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾌﾞﾁﾝ 150mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗酸菌症治療薬 080912収載 ﾊﾞﾗのみ
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PHARMAR PHARMAR 113 PH113:100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高尿酸血症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0801迄)
0702社名変更(前:東洋ﾌｧ
ﾙﾏｰ) 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾛﾌﾟﾘ

PHED ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

PHED ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠300 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

150mg，
150mg

大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

PHIZERVFD Pfizer：VOR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載

PHRINE FPF 216 耳:A-PHRINE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｰﾌﾗｲﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 藤本製薬 脳動脈硬化用剤 9001中止
PI PI 5 PI212SV 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ｼﾝｶ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 進化製薬 高血圧･不整脈治療剤 9603中止
PI SW-011:SW-PI30 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾄﾞﾋﾟﾄﾞﾝ30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 92中止
PI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9909中止 971120収載
PIC HT19M 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾟｺｷﾗﾝｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 堀田薬品合成 緩下剤 0003中止 9705ﾋｰﾄ変更

(PIC削除)，商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

PIC PIC HT29M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾋﾟｺｷﾗﾝ錠7.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 7.5mg 堀田薬品合成 緩下剤 99中止 940708収載
PIL Sc 291 Sc291 PIL-25:25mg 錠剤(楕円形) 淡橙 有 ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩錠

25mg｢三和｣
塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 三和化学研究所 不整脈治療剤 070706収載

PIL Sc 292 Sc292 PIL-50:50mg 錠剤(楕円形) 白 有 ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩錠
50mg｢三和｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 三和化学研究所 不整脈治療剤 070706収載

PIM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製
薬

持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202
収載

PIM
PIM

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製
薬

持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202
収載

PIN Th 261 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢BMT｣5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 高血圧･不整脈用剤 92中止
PIR SW-451 SW-451 20：20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟﾛｷﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 0706中止 0308ﾋｰﾄ変更，

表20追加等 98～99ﾋｰﾄ
裏記号(SW-PIR20)削除

PISV PI 5 PI212SV 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ｼﾝｶ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 進化製薬 高血圧･不整脈治療剤 9603中止
PJLA PJ LA20 HYZ03 HYZ03 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙｼﾞﾉｰﾊﾞLA20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 持続性Ca拮抗剤 0404中止 980710収載
PJLA PJ LA40 HYZ04 HYZ04 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙｼﾞﾉｰﾊﾞLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊｲｿﾞﾝ製薬 持続性Ca拮抗剤 0404中止 980710収載
PK 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｶﾚﾄﾗ･ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ，ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 133.3mg，

33.3mg
ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(HIV

感染症治療剤)
0610中止 0604販売元変
更(前:大日本住友製薬)
0302製造元変更

PK MED PK MED-PK 2.5mg：2．5ｍｇ 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙｷｿﾞﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-化研生薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0808販売元変更(前：ｷｯｾ
ｲ薬品工業) 070615収載
(商品名変更に伴い，前:
ﾊﾟﾙｷｿﾞﾝ錠)

PK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾄﾁｰﾑ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 長生堂製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9005中止
PK PK219SV 裸錠 白 無 ﾓﾝﾄﾞﾘﾝ ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 進化製薬 動脈硬化用剤 9403中止
PK 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾛｶﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｲｿｱﾐﾆﾙ 40mg 旭化成工業 鎮咳剤 9410中止
PKL PKL 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾘｶｯﾌﾟﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｲｾｲ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟﾘｶｯﾌﾟﾙ)
PKS 1 KL600 1 KL600 1mg 裸錠 白 無 ﾎﾟﾗｷｽ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
01ﾋｰﾄ表1mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PKS 2 KL600 2 KL600 裸錠 白 有 ﾎﾟﾗｷｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

01ﾋｰﾄ表2mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PKS 3 KL600 3 KL600 3mg 裸錠 白 有 ﾎﾟﾗｷｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

01ﾋｰﾄ表3mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PKSV PK219SV 裸錠 白 無 ﾓﾝﾄﾞﾘﾝ ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 進化製薬 動脈硬化用剤 9403中止
PKT PKT10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾌﾟｹｯﾄｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 全星薬品工業-全星薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0706中止 0210ﾋｰﾄ変更
PL O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
旧品名(090601ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ
錠1mg｢日医工｣に変更)
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PL O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ｵｦﾀ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣) 0112ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

PL PL:KB PL 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ錠4mg｢ｶﾈﾎﾞ ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 精神神経用剤 9311中止 8804ｼｰﾄ変更
PL O.S PL O.S-PL 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠1mg｢日医工｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
1010中止 090601収載(商
品名変更に伴い，前:ﾋﾟﾝ
ﾄﾞﾛｰﾙ錠1mg｢ﾃｲｺｸ｣)

PL Tu PL Tu PL-020 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚｱﾙﾋﾟﾝ錠｢20｣ 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

Ca拮抗性降圧剤 900713収載

PL SW-042:SW-PL 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾊﾟｰﾙ ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 沢井製薬 消化器機能異常治療剤 92中止
PL SW 058 SW-058：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾘﾝﾊﾟｰﾙ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg(塩酸ﾒﾄｸ

ﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て)

沢井製薬 消化器機能異常改善剤 1003中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝ
ﾊﾟｰﾙ錠)，ﾋｰﾄ裏記号変
更(3.84mg→5mg)

PLB TTS 253 TTS-253 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾎﾟﾙﾎﾞﾉｰﾙ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg ﾛｰﾏﾝ工業-高田製薬 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾙﾎﾞﾉｰﾙ錠)

PLE 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙﾊﾟﾘﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 富山化学工業 冠循環改善剤 9604中止
PLE 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙﾊﾟﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 富山化学工業 冠循環改善剤 9901中止 9512ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PLF O.S PL･F O.S-PL･F 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢ﾃｲｺｸ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高血圧･狭心症・頻脈治

療剤
0909中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

PLF O.S PL-F O.S-PL･F 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙF錠｢ｵｦﾀ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧･狭心症・頻脈治
療剤

旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠5mg｢ﾃｲｺｸ｣)

PLH PLH  PLH PLH:112.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢DK｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大興製薬-三和化学研究
所

ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

PLK PLK  PLK PLK 112.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢科研｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-科研製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

PLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾙﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg わかもと製薬 脳循環代謝改善剤 9711中止 920710収載
PLT PLT100 DOJ 糖衣錠 淡緑 無 ﾌﾟﾚﾝﾀﾐﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 同仁医薬化工 解毒剤 中止
PLUC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PLUC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PLUN KW 830:3 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業-大日本製

薬
抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販

売
PLUN KW 831:6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業-大日本製

薬
抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販

売
PLV 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽﾄ

ﾗｼﾞｵｰﾙ
0.5mg，
0.05mg

ﾌｧｲｻﾞｰ-あすか製薬，武
田薬品工業

黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ)

PLZ P Z PLZ 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9603社
名変更 96本体刻印

PLZ SW PLZ:75 SW-PLZ OD:OD 75 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸOD錠75mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ 75mg 沢井製薬 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 101119収載

PM 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾑﾛﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 藤永製薬 抗てんかん剤 9909中止
PM PM2 糖衣錠 薄淡青 無 ﾊﾟﾑﾈｰｽ錠2 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 東邦新薬 抗不安剤 中止
PM T S:PM2 裸錠(楕円形) 白 有 ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠(2mg) 酢酸ﾊﾟﾗﾒﾀｿﾞﾝ 2mg 田辺製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0603頃中止 9711ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PM PM5 糖衣錠 淡青 無 ﾊﾟﾑﾈｰｽ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東邦新薬 抗不安剤 中止
PM 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾒﾁﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 山之内製薬 消化器機能異常改善剤 0105中止 9709ﾋｰﾄ裏変
PM 裸錠(楕円形) 淡桃～桃 有 ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠6mg 酢酸ﾊﾟﾗﾒﾀｿﾞﾝ 6mg 田辺製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9604中止 8903変更
PM PM10 糖衣錠 青 無 ﾊﾟﾑﾈｰｽ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 東邦新薬 抗不安剤 9203中止
PM 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾒﾁﾝ錠10 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 10mg 山之内製薬 消化器機能異常改善剤 0005中止 9709ﾋｰﾄ裏変
PM 20mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾙﾓﾝ錠20mg ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
肝機能改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾙﾓﾝ錠)
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PM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟｽﾑｽ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 第一製薬 胆･膵･尿路鎮痙剤 0312中止 98ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
PM TKS 211 TKS211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾗﾐｰﾙ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 消化器機能異常治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾐｰﾙ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

PM Tu PM-250 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚﾀｽﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 辰巳化学 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚﾀｽﾐﾝ錠)

PMAJ KW 669
MAJ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9607販売

PMB CY:PMB5 SCHERING 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾓﾎﾞﾗﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾃﾉﾛﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0204ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9601ﾋｰﾄ

PMC Tw.PMC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸ｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 東和薬品 合成抗菌剤 92中止
PMEN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
PMEN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PML PML-100 糖衣錠 黄 無 ﾊﾟﾝﾄﾏｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 長生堂製薬 脳血栓後遺症改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
PMSD MSD 22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾌﾟﾛﾍﾟｼｱ錠0.2mg ﾌｨﾅｽﾃﾘﾄﾞ 0.2mg MSD 男性型脱毛症用薬，5α -

還元酵素監型阻害薬
1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 薬価未
収載

PMSD MSD 115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾌﾟﾛﾍﾟｼｱ錠1mg ﾌｨﾅｽﾃﾘﾄﾞ 1mg MSD 男性型脱毛症用薬，5α -
還元酵素監型阻害薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 薬価未
収載

PMT PMT010 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾄﾞｰｼﾞﾝPM錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 同仁医薬化工 肝臓疾患治療剤 99年頃中止
PMT PMT020 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾄﾞｰｼﾞﾝPM錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 同仁医薬化工 肝臓疾患治療剤 9803中止
PN Tw PN Tw.PN 耳:P･N Tab 糖衣錠 白 無 P.N錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 東和薬品 肝臓機能障害治療剤
PN PN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾋﾟｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾊﾟﾅ

ﾋﾟｼﾞﾝ錠)
PN 耳:PN 糖衣錠 黄 無 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ錠｢ﾏﾙｲｼ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 丸石製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9207中止
PN 耳:PN 裸錠 白 有 ﾌﾟﾙﾉｰﾏ錠 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 海外製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9903中止
PN PN(Nは小文字) 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾝ錠 ﾃｵｸﾙ酸ｼﾞﾌｪﾆﾙﾋﾟﾗﾘﾝ 3mg 日本新薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9901中止
PN PN-01 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾗｰｾﾞ 東亜医薬品工業 健胃消化剤 89中止
PN Tu-PN 025 Tu PN-025 裸錠 白～微黄白 有 ﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 辰巳化学 胃炎･消化性潰瘍治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟﾝ錠)
PN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾄﾗｲﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 参天製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9312中止
PN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0808迄) 0710承継

(第一三共より) 0705ﾋｰﾄ

PN PN233SV 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾌｫﾅｰｾﾞ錠 進化製薬 消化酵素剤 9603中止
PN 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄） 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960614収載

PN 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0302頃
ｺｰﾄﾞ，本体形状変更

PNAD 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

PNAD 裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

PNC 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PND P D PND-5 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 交感神経β -受容体遮断

剤
旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9610本体
変更(旧:TA) 95本体刻印

PNP PN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾋﾟｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾊﾟﾅ
ﾋﾟｼﾞﾝ錠)

PNR 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
PNR 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
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PNRM 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

PNRM 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 9705中止 9509社名変更

PNS TOA247 PNS 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾗｰｾﾞS錠 東亜医薬品工業 消化酵素剤 9603中止
PNSV PN233SV 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾌｫﾅｰｾﾞ錠 進化製薬 消化酵素剤 9603中止
PNT MM 718 MM718:PNT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠100mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9801製

造販売元変更
PNT MM 719 MM719:PNT200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9801製

造販売元変更
PO PO 徐放性裸錠 白(薄灰又は

淡黄の斑点)
無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 大洋のｹ

ﾈｼﾞﾝ錠(ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ，中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

PO PO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾈｼﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 脳血管障害治療剤 9805中止 大洋のｺﾝｽﾋﾟｯ
ﾄ錠(硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

PO 糖衣錠 黄 無 ﾊﾟﾝﾄﾏｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 長生堂製薬 脳血栓後遺症改善剤 9904中止 9402ﾋｰﾄ変更
PO 耳:Y-PO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾝ錠 ﾄｼﾙ酸ｲﾝﾌﾟﾛｽﾙﾌｧﾝ 10mg 吉富製薬 抗悪性腫瘍剤 9803中止
PO SW-330 SW-330:SW-PO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾍﾟﾝﾎﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 90中止
POL KTB 22 KTB22:POL･2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ2mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
960705収載

POL KTB 23 KTB23:POL･3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾎﾟﾗﾁｰﾙ3mg錠 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 寿製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

960705収載

PP Tw PP Tw.PP 10 裸錠 白 有 ｿﾗｼﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 高血圧・狭心症・不整脈
治療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾗｼﾛｰﾙ錠)

PP P P PDO 2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾄﾞﾊﾟﾘﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 寿製薬-日研化学 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 0110ﾋｰﾄ
変更

PP 裸錠 白 有 ﾊﾟﾝﾚｰﾄ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 長生堂製薬 狭心症･心筋梗塞･冠硬
化症治療剤

9307中止

PP H PP 裸錠 白 有 ﾋﾟﾍﾟﾁﾝ 光製薬/大阪 総合感冒薬 9412中止
PP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 消化器機能異常治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠)

PP P P PP 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾊﾟﾄﾞﾊﾟﾘﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg（ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして）

寿製薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾄﾞﾊﾟﾘﾝ錠)
0906頃興和創薬中止

PP 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0210迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

PP 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0404中止 0210ﾋｰﾄ変更
9712ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9604社名変更

PP 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

PP 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ｺﾀ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0404中止 0211ﾋｰﾄ変更
PP SW 195 SW-195 20:20mg 糖衣錠 赤褐 無 ﾊﾟﾝﾊﾟｰﾙ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 沢井製薬 肝疾患治療剤 0703中止
PPIM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製

薬
持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202

収載
PPIM

PIM
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製

薬
持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202

収載
PPM PPM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞﾘﾝ錠250 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大洋薬品工業 合成抗菌剤 8912中止
PPN PPN-20 328 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝNa20mg錠｢

ﾅｶﾉ｣
ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 大洋薬品工業 肝疾患治療剤 94中止

PPNR 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
PPR PPR COX 裸錠 白 無 ﾍﾟﾌﾟﾛｾﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 気道粘液溶解剤 9609中止 9503製造販売

元変更に伴い記号変更
PPRE 糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
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PPRE 糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PPT PPT 糖衣錠 褐 無 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾄ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 寿製薬 肝機能改善剤 旧品名(090925ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾄ

錠20mgに変更)
PPT PPT100 DOJ 裸錠 白 有 ﾍﾟﾌﾟﾁﾚｰﾄ錠 ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 同仁医薬化工 胃炎･消化性潰瘍治療剤 中止
PPV SW PPV 10 SW-PPV10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg｢ 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 沢井製薬 尿失禁･頻尿治療剤 060707収載
PPV SW PPV 20 SW-PPV20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg｢ 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 沢井製薬 尿失禁･頻尿治療剤 060707収載
PR Y PR Y-PR 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾗﾃﾝｼｵｰﾙ糖衣錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 血圧降下剤 0012中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PR CH-PR  CH-PR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛｴｽﾀｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ

ﾑ
140mg(ﾘﾝ酸
ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝと
して)

長生堂製薬-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺癌治療剤 旧品名(090925ﾌﾟﾛｴｽﾀｶ
ﾌﾟｾﾙ156.7mgに変更)，旧
ｺｰﾄﾞ 920710収載

PR O.S PR O.S-PR 25mg：25mg 裸錠 白～微黄 無 ﾌﾟﾛﾀｰｹﾞﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0906中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

PR KB PR PR 裸錠 白 無 ﾎﾟﾙﾗｷｼﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 骨格筋弛緩剤 9812中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PR Y:PR 15 Y-PR15 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾗﾃﾝｼｵｰﾙ糖衣錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

15mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 血圧降下剤 0012中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PR C-24C C-24C:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ 50mg 中外製薬 抗甲状腺剤 0612商品名変更(前:ﾌﾟﾛ
ﾊﾟｼﾞｰﾙ錠) 0210ﾋｰﾄ変
更，ｺｰﾄﾞ追加等

PR 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚﾆﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 東京田辺製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで)
PR TSU 647 TSU647 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾍﾟﾙﾁｽﾀﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 鶴原製薬 抗血小板剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
PR PR:TKS105 糖衣錠 橙赤 無 ﾌﾟﾛｽｼﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
強心剤 9506中止

PR P R 裸錠 白 有 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ錠10SV 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 進化製薬-日本医薬品工
業

狭心症･不整脈治療剤 9603中止

PR P R PR212SV 裸錠 白 有 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ錠10SV 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 進化製薬 狭心症･不整脈治療剤 9603中止
PR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠T250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 帝三製薬 高脂質血症治療剤 0010中止 920710収載
PRB 260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高脂質血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 96ﾋｰﾄ

変更 920710収載
PRCT Sc 206 Sc206 PRC-T125：125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円

形）
白 有 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠125mg ﾆｾﾘﾄﾛｰﾙ 125mg 三和化学研究所 脂質代謝･末梢循環改善

剤
0207ﾋｰﾄ変更(Sc206裏か
ら表へ)

PRCT Sc 207 Sc207 PRC-T250：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠250mg ﾆｾﾘﾄﾛｰﾙ 250mg 三和化学研究所 脂質代謝･末梢循環改善
剤

0303ﾋｰﾄ変更（Sc207裏
から表へ） 9605ﾋｰﾄ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

PRD PRD 5mg 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 日本ﾍｷｻﾙ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0210中止 9706ｺｰﾄﾞ化，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PRD PRD-30 糖衣錠 橙 無 ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg｢ｲｾｲ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg ｲｾｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 日医工とｺｰﾄﾞ異なる
PRE P･S SYT110 PRE 裸錠(長円形) 淡桃紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三恵｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三恵薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧包装（0407迄），SP→

PTPへ
PRE C-21H 0.5 C-21H 0.5 0.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾗﾝ0.5mg錠 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
0802ﾋｰﾄ変更(表0.5mg追
加等) 0801販売元変更
(前:中外製薬)

PRE C-21H 1 C-21H 1 1mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾗﾝ1mg錠 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

0802ﾋｰﾄ変更(表1mg追加
等) 0801販売元変更(前:
中外製薬)

PRE 糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PRE Sc 278 Sc278 PRE5 ：5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5ｍｇ｢三和｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三和化学研究所 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0512商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ

ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三研｣)に伴い，
0602本体ｺｰﾄﾞ記載
0305SP→PTP 9706ﾋｰﾄ
変更

PRE 糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PREDNISOL
ON

JUNSEI PREDNISOLONE
5mg

裸錠 白 有 ｢純生｣ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 純生薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0502頃中止

PRG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 0.5mg（ﾀｸﾛﾘ
ﾑｽとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤
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PRG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 1mg（ﾀｸﾛﾘﾑ
ｽとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

PRI SW 433 SW-433 200:200mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾌﾟﾘﾝﾒｰﾄ錠200mg ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 沢井製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 1003中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝ
ﾒｰﾄ錠)

PRLA TYK231 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売
9903中止

PRLA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PRLA TYK232 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売
9903中止

PRLA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PRN AN:PR-N SCHERING 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾓﾙﾄN ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9601ﾋｰﾄ
変更

PRN T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9407本体刻印
920710収載

PRO Pro 糖衣錠 黄み淡赤 無 ﾌﾟﾛ･ﾊﾞﾝｻｲﾝ 臭化ﾌﾟﾛﾊﾟﾝﾃﾘﾝ 15mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ 抗ｺﾘﾝ性鎮痙剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9804ﾋｰﾄ記号削
除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PRO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾉﾝ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 1009ﾋｰﾄ若干変更
PRO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾉﾝ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 1008ﾋｰﾄ若干変更
PRO Sc 225 Sc225 PRO200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｸﾞｯﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 三和化学研究所 頻尿治療剤 0606品名変更(前:ﾌﾟﾛｸﾞｯﾄ

錠)
PROCOSYD NPI-247 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾛｺｻｲﾄﾞ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本薬品工業 前立腺肥大症･前立腺癌

治療剤
0809中止

PROCYLIN KC 32 KC32 20μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｻｲﾘﾝ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 科研製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

0112ﾋｰﾄ変更，商品名記
載 9703ﾋｰﾄ変更(TPC20

PROHEPAR
UM

KC33:KC33 糖衣錠(楕円
形)

茶褐 無 ﾌﾟﾛﾍﾊﾟｰﾙ配合錠 科研製薬 肝臓加水分解物製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾍﾊﾟｰﾙ錠)

PROTE SD240 PROTE-10 裸錠 類白 有 ﾌﾟﾛﾃﾉﾛﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 昭和薬品化工 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 9308中止
PROTHIADE
N

KC 31 KC31 25mg:25mg 糖衣錠 淡桃 無 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ錠25 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 25mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 0206ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9703ﾋｰﾄ変

PRP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 大洋薬品工業 消化器機能異常改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9606本
体，剤型変更 96ﾋｰﾄ変更

PRR 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g 大日本製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

PRR SW 961 SW-961 3mg：3mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠3 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1007ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ
ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)

PRR SW 962 SW-962 6mg：6mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠6 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1105ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ
ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)

PRS BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

PRS ZE 93 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｽｺ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 全星薬品工業-全星薬品 前立腺肥大症治療剤 0707中止 970711収載
PRSL YT Z1 YT-Z1:YT-Z1 PRS-L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾟﾛｴｽL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 徐放性前立腺肥大症治

療剤
旧ﾋｰﾄ(0206迄) 990709収
載

PRSV P R PR212SV 裸錠 白 有 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ錠10SV 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 進化製薬 狭心症･不整脈治療剤 9603中止
PRT O.S-PRT 糖衣錠 桃 無 ﾋﾟﾘﾄｼﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 92中止
PRT Tw.PRT12.5 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 東和薬品 冠循環拡張剤 94中止
PRT Tw.PRT25 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東和薬品 抗血小板剤，冠循環改善

剤
旧ｺｰﾄﾞ（03頃迄）

PRT FPF-864 耳:PRT-40 糖衣錠 淡青緑 無 P.R.T-40｢ﾌｼﾞﾓﾄ｣ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 40mg 藤本製薬 肝疾患改善剤 9012中止
PRT Tw 204 Tw.PRT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0304頃迄) 0211頃

本体ｺｰﾄﾞ化 940708収載
PRX KL 101 KL101:PRX 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾗｸｻﾝ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本ｶﾞﾚﾝ 前立腺肥大症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9501社

名変更
PS P.S 裸錠(楕円形) 淡黄橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(5mg) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 丸石製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止
PS Y:PS 05 Y-PS05 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｿﾄﾐﾝ糖衣錠(5) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 吉富製薬 精神神経安定剤 0001中止
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PS PS:5 PS5:PS 5 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｼｯﾄ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 海外製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 98中止 900713収載
PS P.S Tw.P.S 5mg:5mg 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 東和薬品 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0612商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ

ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣)
PS 糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 97中止 9604社名変更
PS P.S YD017 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
淡紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢YD｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 陽進堂 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0706商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ

ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾖｳｼﾝ｣)
PS 糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 0010中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

PS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾘｽﾞﾅｰ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 大原薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9403中止
PS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾘｽﾞﾅｰ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 大原薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9803中止
PS P･S SYT110 PRE 裸錠(長円形) 淡桃紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三恵｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三恵薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧包装（0407迄），SP→

PTPへ
PS P.S SYT110：5mg 裸錠(長円形) 淡桃紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三恵｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三恵薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0710中止 0407包装変

更，SP→PTPへ
PSC PSC 25mg：PSC 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名

変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾀｲ

PSC PSC 50mg：PSC 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀｲ

PSC PSC50 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾊﾟﾝｻﾒｰﾄ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 同仁医薬化工 消化性潰瘍治療剤 中止
PSD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾛｽﾃﾞﾝ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 切迫流･早産治療剤 9905中止 960705収載
PSD PSD 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｼﾞｰﾙE錠 ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝﾍﾞｰﾀﾃﾞｸｽ 0.5mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 陣痛誘発･促進剤 中止 900713収載
PSER 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
PSER 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PSER 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
PSER 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PSKC PSK C01:0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
PSKC PSK C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
PSKC PSK C03:2 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
PSKC PSK C04:4 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
PSN 糖衣錠 帯黄暗赤 無 ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

武州製薬-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0006迄) 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PSN 12mg：12mg PSN 糖衣錠 帯黄暗赤 無 ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠)

PSPR
SPR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 930827
収載

PSPR
SPR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠150mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 0111中止 930827収載

PSSV PS245SV 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠SV ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 進化製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9603中止 9101製造販売
PST TTS 115 PST:TTS-115 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾟｽﾀﾙ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 高田製薬 骨粗鬆症治療剤 9902中止 960705収載
PST 337 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚｽﾄｰﾝ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 98中止 940708収載
PT P T 裸錠 白 有 ｶﾃﾌﾟﾁﾝ錠0.05mg 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.05mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
PT MS P08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9608変更

(SP->PTP)
PT PT 糖衣錠 淡橙(かなり

薄)
無 ﾊﾟｰﾄﾌﾗﾝ錠 塩酸ﾃﾞｼﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ- うつ病･うつ状態治療剤 9609中止

PT SW-689:SW-PT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾒｯﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 沢井製薬 脳循環代謝改善剤 9301中止 900713収載
PT PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
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PT PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(92まで)
PT B03:PT BRT0.75 B03 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
PT MS P08 MS PT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9607まで) 9509色

変更(旧:黄)
PT 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞｼﾉﾝP腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg わかもと製薬 代謝性製剤 0201中止 9808ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾎﾟﾄﾛ20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日清製薬 肝機能改善剤 9601中止
PT Tu PT-25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾝﾃﾓﾝ錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 辰巳化学 降圧利尿剤 0802中止
PT PT 094 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9004中止
PT PT 095 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9010中止
PT PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)
PT PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

PT PT 097 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

PT Tw:PT
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾟﾁｭﾅ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 0606商品名変更(前:ﾊﾟﾁｭ
ﾅ錠) 900713収載

PT JD-PT-100 糖衣錠 白 無 ﾍﾟｲﾄﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ 解熱鎮痛消炎剤 9709中止 (05年収載ﾍﾟｲﾄ
ﾝ錠200は本剤と異なり塩
酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ)

PT PT142 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠250mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9005中止
PT PT143 PT 143 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠500mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9310色変更(旧:
PT PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
PT PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 9805中止 9802ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9102変
PT 0:PT 324 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺｰﾄﾘﾙ錠)
PT PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9105まで)
PT PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9105変更
PT PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PT PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PT PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PT PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PT PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
PT PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
PT 1:PT 433 裸錠 淡橙 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
PT 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0607中止 0304社名変更

（統合に伴い）
PT 2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
PT PT 441 裸錠 淡橙白 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.25mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9402色変更(旧:
PT PT 442 裸錠 淡橙 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.5mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 9509ﾋｰﾄ裏商

品名記載
PT PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ

ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

PT PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9508
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109
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PT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

PT PT 542 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9510
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

PT PT576:10 裸錠 白 無 ﾅｰﾍﾞﾝ錠 ﾁｵﾁｷｾﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神病治療剤 9909中止
PT PT 641 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ

ﾙとして)
ﾃｲｶ製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 広域駆虫剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に

伴い(佐藤製薬へ) 03頃
ﾋｰﾄ変更

PTA PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変
更(旧:淡黄)

PTA PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

PTA PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)

PTA PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1105迄)

PTA PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1105ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PTA PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)

PTA PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

PTA PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PTA PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9406まで)

PTA PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和性心安
定剤

9805中止 9511PTP包装
のみ中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載

PTB PT B04 BRT1 B04 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
PTB 1.5:PT B05 BRT1.5 B05 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9805中止
PTB 2:PT B06 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9511中止
PTB 3:PT B07 BRT3 B07 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾄﾎﾟﾝ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 精神障害治療剤 9805中止
PTB PT B12 PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9509ﾋｰﾄ

裏商品名記載
PTB PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PTB PT B13 PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載
PTB PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 9701ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PTC 0.5:PT C01 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0812ﾋｰﾄ表CAR 0.5削除

0305ﾋｰﾄMG削除
PTC 1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除

0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PTC 2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PTC 4:PT C04 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 4削除
0401ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PTCO 0.5:PT C01 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0812ﾋｰﾄ表CAR 0.5削除
0305ﾋｰﾄMG削除
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PTCO 1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PTCO 2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PTCO 4:PT C04 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 4削除
0401ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PTD PTD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾙﾁﾃﾞｰﾙ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 循環機能改善剤 94中止 900713収載
PTDL PTD L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販

売に伴い） 98本体変更
PTDL PTD L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販

売に伴い） 98本体変更
PTDL PTD L40 PTD L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾁﾃﾞｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで)
PTE PT E01 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PTE PT E02 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PTF PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ

ﾍﾟﾘﾝとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 非麻薬性鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9405まで)

PTF PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠)

PTF PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PTF PT F20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PTF PT F21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PTF PT F29 裸錠 白 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PTF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
PTF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載
PTF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9108まで)
PTF PT F36 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 95ﾋｰﾄ

裏商品名記載
PTL PTL 287 糖衣錠 黄 無 ﾍﾟﾝﾀﾌｨﾗﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 微小循環改善剤 9001中止 薬価削除
PTLL L 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀﾌｨﾗﾝL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大洋薬品工業 持続性脳微小循環改善 9905中止 960705収載
PTM PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PTM PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9110中止
PTM PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
PTM PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9102変更
PTM PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
PTM DLZ PTM-30 234 裸錠 白 無 ﾊﾟﾚﾄﾅﾐﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ｴﾑｴﾌ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9809本体

PTN PT N01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N01追加
PTN 5:PT N02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N02追加
PTN PT N03 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

PTN PT N04:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

PTN PT N05:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

PTN PT N06:10
mg OD

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載
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PTN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

PTN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

PTN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

PTN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

PTNO PT N01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N01追加
PTNO 5:PT N02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N02追加
PTOL 裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PTOL 裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PTP PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠25万単

位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)

060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B溶性錠)

PTP PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
PTP PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(92まで)
PTP PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万

単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更

に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

PTR PTR-5 裸錠 白 有 ﾋﾟﾁｵﾛｰﾙ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 鶴原製薬 高血圧･不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PTT 裸錠 白 無 ﾊﾟﾄｺﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 鎮咳剤 0809中止
PTT PT T01 裸錠 白 無 ﾃﾘﾏｹﾞﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 胃粘膜麻酔剤 9805中止 9801ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PTU PTU02 PT U02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾅｼﾝ錠 ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載
PTU PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾅｼﾝ錠)

PTU PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PU SW 361 SW-361 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg（ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして）

沢井製薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾝ錠)
0210ﾋｰﾄ変更 98～99ﾋｰﾄ
裏記号(SW-PU)削除

PU 裸錠 白～微帯黄
白

有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠10mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 10mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9707ﾋｰﾄ
裏変更

PU 裸錠 白～微帯黄 有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 20mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 9612中止
PU 裸錠 白～微帯黄 有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠30mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 30mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 9707中止
PUK 10:Y-PUK10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾌﾟｹｯﾄｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 全星薬品工業-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ

吉富
ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0012中止 980710収載

PVAL 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PVAL 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PVAN

250
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

PVAN 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
PW 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/乳白 ﾊﾟｽﾀｰｾﾞSAｶﾌﾟｾﾙ 長生堂製薬 総合消化酵素製剤 93中止
PY PY 10 糖衣錠 極薄橙 無 ﾋﾟﾘﾁｱﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東京田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9410中止
PY 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9704ﾋｰﾄ

裏変更
PY 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄）  9705ﾋｰ

ﾄ裏変更
PY 糖衣錠 薄赤橙 無 ﾋﾟﾚﾁｱ錠(25mg) 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

剤
0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

PY Y PY25 Y-PY25:Y-PY25 25 糖衣錠 白 無 ﾌﾟｼﾄﾐﾝ糖衣錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾗｼﾞﾝ 25mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 精神神経安定剤 0103中止
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PY PY 30 糖衣錠 薄橙 無 ﾋﾟﾘﾁｱﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 東京田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9410中止
PY 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9706ﾋｰﾄ

裏変更
PY Y PY50 糖衣錠 白 無 ﾌﾟｼﾄﾐﾝ糖衣錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾗｼﾞﾝ 50mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 精神神経安定剤 0012中止
PYR PYR10 耳:PYRIDOXAL P

10mg
糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 三和化学研究所 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9706中止

PYRS YD046 糖衣錠 黄 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0801中止
PYRS YD 048 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 99中止
PZ P Z PLZ 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9603社

名変更 96本体刻印
PZ P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 9807

変更 9709ﾋｰﾄ変更，裏一
般名記載(ｶﾀｶﾅ)

PZ Tw:PZ Tw.PZ 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟｾﾞﾗﾝ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg
｢ﾄｰﾜ｣)

PZ Y PZ2 Y-PZ2 2mg：2mg 糖衣錠 白 無 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 030704商品
名変更（前：2mgﾋﾟｰｾﾞｯﾄ
ｼｰ糖衣錠2mg）

PZ Y PZ4 Y-PZ4 4mg：4mg 糖衣錠 淡青 無 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0307商品名
変更（前：4mgﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ
糖衣錠）

PZ Y PZ8 Y-PZ8 8mg：８mg 糖衣錠 青 無 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠8mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0309ﾋｰﾄ変更
030704商品名変更（前：
8mgﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠)

PZ Tw:PZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟｾﾞﾗﾝ錠50)，

PZ PZ 100 PZ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟｾﾞﾗﾝ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 東和薬品 心･脳･腎疾患治療剤 98中止 970711収載
PZD PZD-30 271:PZD-30 271 裸錠 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9410本体刻印
PZYM KI 2331 P-ZYM:MECT KI-2331 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 P-ｻﾞｲﾑ ﾒｸﾄ 消化酵素剤 9205中止
Q Tw.Q5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾗｻﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ･5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東和薬品 代謝性強心剤 94中止
Q YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 代謝性強心剤 1012日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止

0910陽進堂中止 0210本
体ｺｰﾄﾞ化 日医工とﾋｰﾄ異
なる

Q Tw.Q10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾗｻﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 95中止
Q ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｱｻﾒﾃﾞｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬 虚血性心疾患治療剤 9312中止
Q ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠75 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
Q ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
QA 糖衣錠 薄紫 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水

ｶﾌｪｲﾝ
1mg，100mg ｻﾝﾄﾞ薬品 片頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで) 色変更

QST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(日研) 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ 100mg 日研化学 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
QT Tw.QT10 糖衣錠 橙黄 無 ﾗｻﾈﾝ錠･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 旧ｺｰﾄﾞ（0208頃迄）
R n r TTS-660 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
高田製薬･ﾏﾙﾎ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

R ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾞｽﾀﾝR錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大興製薬 持続性脳微小循環改善 9904中止 970711収載
R BF-R BF-R 裸錠 白～わずか

に淡黄褐
無 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝR錠 耐性乳酸菌 6mg ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ製薬-武田薬品

工業
耐性乳酸菌整腸剤 0204ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
R O.S R O.S-R 裸錠 淡橙 無 ﾚｼﾈｰﾄ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧治療剤 9504中止
R 耳:T1R 裸錠 白 無 ﾘｽﾞﾏﾎﾟﾛﾝ錠1mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 海外製薬 高血圧･不整脈治療剤 中止
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R MS R01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
R HT2R ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃｼﾞｬｽﾄ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 堀田薬品合成 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9206中止
R KB R2 R 2 裸錠 白 無 ﾚｽﾀｽ錠 ﾌﾙﾄﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 持続性心身安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(0106迄)
R MS R02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
R Y R3:3 3mg:Y-R3 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 全星薬品工業-田辺三菱

製薬
抗精神病剤 080704収載

R FS R03 FS-R03 0.5mg 裸錠 白 有 ﾘﾈｽﾃﾛﾝ錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 扶桑薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾈｽﾃﾛﾝ錠)

R MS R03 裸錠 白 無 ﾘﾌｧﾀｯｸL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 持続型虚血性心疾患治
療剤

1103中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾌｧ
ﾀｯｸL錠) 徐放製剤

R Y R05:0.5 0.5mg:Y-R05 0.5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

抗精神病剤 080704収載

R HT5R 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾎﾘﾀ｣
10mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 堀田薬品合成 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9410中止

R HT6R 糖衣錠 黄 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾎﾘﾀ｣
30mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 堀田薬品合成 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9410中止

R HT8R 裸錠 黄 有 ﾃﾞﾙﾊﾟﾝﾄ錠 堀田薬品合成 複合ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸製剤 9212中止
R R9 TSU840 25mg:25mg 裸錠 淡橙 有 ﾗｸﾃﾞｰﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 鶴原製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降

圧剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｸﾃﾞｰﾝ)

R FS-R09 軟ｶﾌﾟｾﾙ 緑 ﾛﾜｺｰﾙ”ｶﾌﾟｾﾙ” 扶桑薬品工業 胆石症治療剤 9102中止
R HT10R ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾝﾌｨﾛ錠 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
堀田薬品合成 可溶性の非ｲｵﾝ性鉄剤 99中止 9701本体刻印削

除 940708収載
R NC R10 NCR10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠

10mg｢ｹﾐﾌｧ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

R HT11R 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-堀田薬品合 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0003中止 940708収載
R ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 1010中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

R FS-R11 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ﾛﾜﾁﾝ”ｶﾌﾟｾﾙ” 扶桑薬品工業 尿石症治療剤 1010中止(0909の回収措
置に伴い) 精製テルペン
製剤

R HT12R 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-堀田薬品合 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0003中止 940708収載
R FS R13 FS-R13 裸錠 白 無 ﾗｰｾﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 扶桑薬品工業 鎮痛消炎剤 0610頃中止 8803剤型変

更
R FS R14 FS-R14 裸錠 白 無 ﾚﾌﾟﾀｰ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 扶桑薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
肝･胆･消化機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0908迄)，承継に

伴い(新:日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)
R FS R15 FS-R15 裸錠 白 有 ﾚﾌﾟﾀｰ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 扶桑薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
肝･胆･消化機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0908迄)，承継に

伴い(新:日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)
R NC R20 NCR20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠

20mg｢ｹﾐﾌｧ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日本ｹﾐﾌｧ･日本薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

R 裸錠 白 有 ﾈﾌﾛｯｸｽ錠 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 降圧利尿剤 0606頃中止 0303本体ｺｰ
ﾄﾞ追加 9801ﾋｰﾄ変更

R R:25 HT13C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾘﾝｸﾞﾍﾞﾝ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 堀田薬品合成 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 950707収載
R KB R25 R25 裸錠 ｸﾘｰﾑ 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.25｢ｶﾈﾎﾞｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 血圧降下剤 9804中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
R KB 21R25 裸錠 白 無 ﾛｲﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 脳血流促進剤 9905中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
R R:50 HT14C ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾘﾝｸﾞﾍﾞﾝ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 堀田薬品合成 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 中止 950707収載
R KB R50 R50 裸錠 橙 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.5｢ｶﾈﾎﾞｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 血圧降下剤 9804中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
R KB 21R50 裸錠 白 無 ﾛｲﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 脳血流促進剤 9905中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
R 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ
R μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾗｸｰﾙ薬品販 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止 940708収載
R μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾗｸｰﾙ薬品販 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止 940708収載
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R R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-富山化学工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（0210頃まで） 98
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

R R 111 R111：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散 H2受容体拮抗剤 0809中止 0210ﾋｰﾄ変更
R R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-大正富山医薬品 H2受容体拮抗剤 0809中止 0304大正富山

医薬品販売
R R 112 R112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｾﾌﾞﾃﾞｨｰﾙ錠200mg ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 龍角散 脳循環代謝改善剤 9512中止 900713収載
R R 114 R114 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾃﾌﾟｻ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 龍角散 脳循環代謝改善剤 9903中止 920710収載
R R116 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 龍角散 解熱鎮痛消炎剤 97中止 900713収載
R R117:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾗﾚｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 龍角散・日医工 止瀉剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾗﾚｯﾄｶﾌﾟｾﾙ)
R R 119 R119 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾐﾔ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 龍角散 β 遮断剤 9512中止 920710収載
R R120 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾋﾟﾘﾎﾟｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 龍角散 消炎鎮痛剤 9712中止 900713収載
R R121 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾗﾆｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 龍角散 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9512中止 900713収載
R R 124 R124 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｾﾞﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 龍角散 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0102中止 900713収載

R R 125 R125:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟｿ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｲｾｲ 筋緊張･循環改善剤 0209承継（前：龍角散よ
り） 900713収載

R R 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟｿ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 龍角散-杏林製薬 筋緊張･循環改善剤 0105中止 9810販売 ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

R R 126 R126:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾄﾞﾌﾞﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 降圧剤 0902中止
R R127 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾃｰﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 龍角散 子宮内膜症治療剤 97中止 920710収載
R R 128 R128:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾄﾛｯｸ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 龍角散 消化管運動調律剤 02頃中止 920710収載
R R 129 裸錠 白 有 ﾑｺﾌﾞﾘﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 龍角散-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 気道潤滑去痰剤 0604ﾋｰﾄ裏一般名記載

920710収載 龍角散のも
のとﾋｰﾄ異なる

R R 129 R129：15mg 裸錠 白 有 ﾑｺﾌﾞﾘﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 龍角散 気道潤滑去痰剤 920710収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲのものとﾋｰﾄ異なる

R R 130 R130 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾌｪﾃﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 龍角散 高脂質血症治療剤 旧ﾃﾞｰﾀ 03頃承継（ｲｾｲ
へ） 920710収載

R R 130 R130：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾌｪﾃﾞﾝ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ｲｾｲ 高脂血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾌｪﾃﾞﾝ錠)

R R 131 R131 錠剤 白 無 ﾊﾟﾋﾟﾙｼﾞﾝ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ｲｾｲ 持続性消炎･鎮痛剤 1012日医工中止
R R 132 R132:50mg 錠剤 微黄白 無 ｸﾗｿﾊﾟﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 自律神経調整剤 1010中止 1009製造販売

元変更(前:龍角散)
R R 137 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾛﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｻﾝﾄﾞ 切迫流･早産治療剤

SANODZ 5mg)削除
R R 141 R141 裸錠 白 無 ﾄﾞﾅﾛｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 龍角散 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
9903中止 940708収載

R R 142 R142:0.25μ g 錠剤 白～微黄白 無 ｶﾙﾃﾞﾐﾝ錠0.25μ g ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 龍角散-久光製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

R R 149 R149:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾍﾟﾘｾﾞﾘﾝ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日医工 消化管運動改善剤 9701製造販売元変更(前:
龍角散) 960705収載

R R150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

060707収載

R R 151 R151:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ（0210迄） 日本薬
品工業のﾋﾙﾌﾞﾘﾝ錠5mg(ﾆ
ｾﾙｺﾞﾘﾝ，中止)とｺｰﾄ同じﾞ

R R 151 R151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止日本薬品工業
のﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ)の旧ｺｰﾄﾞとｺｰﾄﾞ同じ

R R 151 Y-HIR5 5:Y-HIR5 R151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業-ﾄﾐｼﾞｪｯ
ｸ吉富

脳循環･代謝改善剤 9806中止 日本薬品工業
のﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ)の旧ｺｰﾄﾞと本体ｺｰﾄﾞ

R R 155 R155:60mg 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 龍角散 鎮痛･抗炎症剤 980710収載
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R R158 R158 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｸﾗｰﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大原薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ50mg「OHARA」)
0303龍角散から承継後
販売無し

R R 170 R170:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾃﾞﾊﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 龍角散 持続性Ca拮抗剤 02頃中止 980710収載
R R 171 R171 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾎｲｽﾀﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 龍角散 経口蛋白分解酵素阻害

剤
9906中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

R R 175 R175:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｲﾃﾞﾊﾞﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 龍角散 持続性Ca拮抗剤 02頃中止 980710収載
R R 177 R177:30mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾗｸﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 龍角散 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 02頃中止 980710収載
R 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 101119収載
R 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄乳白/微

黄乳白
ﾄﾎﾌｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東邦新薬 抗悪性腫瘍剤 中止

RA RASTINON LRW 裸錠 白 有 ﾍｷｽﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠0.5g ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 0512商品名変更(前:ﾍｷｽ
ﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠) 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ表変更

RA 糖衣錠 白 無 ﾗﾌﾛﾝﾄ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 長生堂製薬 筋緊張性疾患治療剤 0809中止
RA Kw RA10 Kw RA10 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ｱ

ﾒﾙ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

RA Kw RA20 Kw RA20 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 共和薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

RA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

RA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0701ﾋｰﾄ裏記

0301販売
RA RA50 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 060701
販売元変更(前:ﾊﾞｲｴﾙ薬
品)，ﾋｰﾄ変更 杏林製薬
のものとﾋｰﾄ異なる

RA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

RA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0610ﾋｰﾄ裏記

0301販売
RA RA75 75:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ｺｰﾄﾞ(0808迄) 060701
販売元変更(前:ﾊﾞｲｴﾙ薬
品)，ﾋｰﾄ変更 杏林製薬
のものとﾋｰﾄ異なる

RA RA214SV 糖衣錠 白 無 ﾁｸﾞﾒﾅｼﾝ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 進化製薬 血圧降下剤 9312中止

RA RA250 RAS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾗｽｶｰｼﾞﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 寿製薬 抗炎症鎮痛剤 0103中止
RAB HT 13L:RAB HT13L 裸錠 白 有 ﾗﾋﾞｷｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 堀田薬品合成 気道潤滑去痰剤 中止 920710収載
RANT Tw RANT Tw.RANT 25mg 裸錠 白 有 ﾗﾝｸﾘｯｸ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 東和薬品 胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗﾝｸﾘｯｸ錠)
RANT Tw RANT Tw.RANT 25mg 裸錠 白 有 ﾗﾝｸﾘｯｸ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 東和薬品 胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗﾝｸﾘｯｸ錠)
RAS RA250 RAS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾗｽｶｰｼﾞﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 寿製薬 抗炎症鎮痛剤 0103中止
RASELTIN MI 101 裸錠 黄 有 ﾗｾﾙﾁﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 丸石製薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0107中止
RASTINON RASTINON LRW 裸錠 白 有 ﾍｷｽﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠0.5g ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 0512商品名変更(前:ﾍｷｽ

ﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠) 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ表変更

RASV RA214SV 糖衣錠 白 無 ﾁｸﾞﾒﾅｼﾝ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 進化製薬 血圧降下剤 9312中止
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RB KTB RB10 KTB RB10 裸錠 黄橙 有 ﾗｺﾋﾞｰﾙ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 寿製薬 代謝性強心剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｺﾋﾞｰﾙ錠)

RB Tu RB-100 糖衣錠 白 無 ﾛﾝﾍﾞﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 辰巳化学 脳血流障害改善剤 96中止
RB RB RB313SV 裸錠 淡褐黄 無 ﾌﾗﾌﾞﾁﾙ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 進化製薬 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9603中止
RB RB 裸錠 淡褐黄 無 ﾌﾗﾌﾞﾁﾙ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 進化製薬-日本医薬品工

業
脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 92中止

RBC RBC20 DOJ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾗﾋﾞｽﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 96中止 900713収載

RBSV RB RB313SV 裸錠 淡褐黄 無 ﾌﾗﾌﾞﾁﾙ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 進化製薬 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9603中止
RBT 325 RBT 糖衣錠 淡黄 無 ﾗﾊﾞﾃﾗﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9609

ﾋｰﾄ変更 9603本体刻印
RC RC0.25mg 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｲｾｲ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ｲｾｲ 降圧剤 9902中止
RC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0303ﾋｰﾄ裏R･C1削除等
RC Tu RC-001 裸錠 白 有 ﾛｺｽｹﾞﾝ錠1mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 辰巳化学 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0708中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ﾛｺｽ
ｹﾞﾝ錠)

RC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0304ﾋｰﾄ裏R･C2削除等
RCD 裸錠 白 有 ﾚｺﾆﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 富山化学工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9506中止
RCD RCD0.5mg 裸錠 黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝD錠｢ｲｾｲ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ｲｾｲ 降圧剤 0108中止
RCM RCM 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 血圧降下剤 94中止 9306ｴﾑｴﾌ製剤

から承継 920710収載
RCM RCM 240 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｴﾑｴﾌ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 血圧降下剤 9010中止
RCN 耳:RCN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/白 ﾘﾁﾅｰｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 高田製薬 抗悪性腫瘍剤 9912中止
RCNS 糖衣錠 淡青白 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ﾛｰﾗｰ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 降圧剤 8907中止
RCR MO 283 MO283 糖衣錠 淡青 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 持田製薬 循環機能改善剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠)
RCR MO 284 MO284 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 持田製薬 循環機能改善剤 9707ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
RCT RCT025 DOJ 糖衣錠 白 無 ﾗｼﾞｶﾘﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 同仁医薬化工 解熱鎮痛消炎剤 中止
RD R d 裸錠 白 有 ﾗｼﾞｱﾐﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本新薬 降圧利尿剤 9811中止 9704ﾋｰﾄ記号

載(ｶﾀｶﾅ)
RD RD 裸錠 白 有 ﾗｼﾞｱﾐﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本ﾍｷｻﾙ 利尿降圧剤 0205中止 0007販売 日本

新薬から承継
RD 裸錠 白 無 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠(0.1mg) ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.1mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

RD 裸錠 白 有 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠)

RD RD 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RD RD 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 中止，9304薬価削除 ﾗﾝ
ﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠と本体ｺｰﾄﾞ

RD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠 ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0206ﾋｰﾄ裏R･D削
除) ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ
(中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

RDA RD 裸錠 白 有 ﾗｼﾞｱﾐﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本ﾍｷｻﾙ 利尿降圧剤 0205中止 0007販売 日本
新薬から承継

RDI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲA錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 940708収
載

RDS 197 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9502本体刻印

RDSL RDS L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載
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RDSL RDS L20 RDS L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 97中止 950707収載
RDSL RDS L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収

載
RDSL RDS L40 RDS L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 97中止 950707収載
RDSLT NL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放

性）
白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0107

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

RDSLT NL 40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
960705収載

RE PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9105まで)
RE PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9105変更
RE Y:RE 08 Y-RE08 糖衣錠 白 無 ﾚﾒﾌﾘﾝ糖衣錠 塩酸ｼﾞﾒﾌﾘﾝ 8mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 呼吸機能改善剤 0203中止 9802ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
RE RE10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾗﾀﾞﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg ｲｾｲ 鎮痙剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾗﾀﾞﾝ錠｢ｲｾ
REB Kw REB KwREB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 共和薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
REB REB REB 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢SN｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
REE Sc651 REE 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｰﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 三和化学研究所 抗菌性化学療法剤 9611中止
REL REL REL:SBS REL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾚﾘﾌｪﾝ錠 ﾅﾌﾞﾒﾄﾝ 400mg 藤沢薬品工業-ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

ﾋﾞｰﾁｬﾑ製薬
消炎鎮痛剤 9709中止 900525収載

REL REL Sc102 REL400:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾚﾘﾌｪﾝ錠400mg ﾅﾌﾞﾒﾄﾝ 400mg 三和化学研究所 持続性抗炎症･鎮痛剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾘﾌｪﾝ錠)

REM Th Th162 REM:REM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾚﾐﾀｰﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痙剤 9808中止
REN 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 富山化学工業 解毒剤 9604中止
REN REN50mg 糖衣錠 白 無 ﾚﾝｶｰﾙ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｲｾｲ 抗痙縮剤 9501中止
REN 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 富山化学工業 解毒剤 9604中止
REP Pfizer:REP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾚﾙﾊﾟｯｸｽ錠20mg 臭化水素酸ｴﾚﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 20mg(ｴﾚﾄﾘﾌﾟ

ﾀﾝとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ 5-HT1B/1D受容体作動

型片頭痛治療剤
0304社名変更（統合に伴
い） 020607収載

RES Tw.RES 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
RES KI 2141 RES-0.25:MECT KI-2141 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｶﾝﾄｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9304中止
RES RES-0.5:MECT KI-2142 糖衣錠 淡青 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ｶﾝﾄｳ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9304中止
RES C-22B 5 RES5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 5mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
RES C-22B 20 RES20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
RES RES-25 糖衣錠 淡緑 無 ﾚｽﾐﾄﾛﾝ錠25 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 25mg 長生堂製薬 抗不安剤 9005中止
RES C-22B 30 RES30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 30mg 中外製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄)
RESCINNA SD 210 SD210 RESCINNA-0.5 裸錠 淡橙 有 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢昭和｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 昭和薬品化工 血圧降下剤 9306中止
RESCRIPTO
R

RESCRIPTOR 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～灰白 無 ﾚｽｸﾘﾌﾟﾀｰ錠200mg ﾒｼﾙ酸ﾃﾞﾗﾋﾞﾙｼﾞﾝ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ-第一三共 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304社名変
更（統合に伴い） 0106輸
入元変更 000403収載

RESTELON MI 104 耳:RESTELON250 裸錠 淡灰褐 有 ﾚｽﾃﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 丸石製薬 合成抗菌剤 9301中止
RESTELON MI 105 耳:RESTELON500 裸錠 淡灰褐 有 ﾚｽﾃﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 丸石製薬 合成抗菌剤 9402中止
REV REV 5mg 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ水和物 5mg(ﾚﾅﾘﾄﾞﾐ

ﾄﾞとして)
ｾﾙｼﾞｰﾝ 抗造血器悪性腫瘍剤 100716収載

REZ MO 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾘｿﾞﾝ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 持田製薬 静穏筋弛緩剤 9511中止
REZ MO182 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾚﾘｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 持田製薬 静穏筋弛緩剤 9511中止
RF RF 1 RF1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾙﾌﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ﾘﾒﾌ-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで) 920710

収載
RF RF 2 RF2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾙﾌﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本ﾘﾒﾌ-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで) 920710

収載
RF RF3 0.25μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
黄白 ﾋﾎﾟﾃﾘｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，

日医工
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

RF RF4 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾋﾎﾟﾃﾘｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

RF RF6 RF6 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 日本ﾘﾒﾌ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 99中止 940708収載
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RF RF7 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ﾘﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日本ﾘﾒﾌ EPA製剤 0006中止 980710収載

RF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 第一三共 結核治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ

RF SW-327 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/暗赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150｢ｻﾜ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 沢井製薬 結核治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
RFP KB RFP RFP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｶﾈﾎﾞｳ｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 01頃中止 9701ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
RFP RFP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻ

ﾝﾄﾞ｣
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟﾛ

ﾌｧｰﾏ
抗結核剤 060707収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ｢ﾍｷｻﾙ｣)

RFP Th602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢BMT｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止
RFV RFV-20 裸錠 橙黄 無 ﾄﾖﾌﾗﾃﾞﾆﾝB錠20 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 東洋新薬 脂質代謝改善･ﾋﾞﾀﾐﾝB2

製剤
8805中止

RGE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾚｶﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ｴｰｻﾞｲ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0306中止 0206ﾋｰﾄ変更
9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

RI SW 343 SW-343 3：3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘｻﾞｽﾄ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 RA寛解導入剤 1103久光製薬中止
RI CH 裸錠 白 有 ﾘｿﾞﾁｵｰｾﾞ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 0702中止
RI RI-616 RI-616 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾘﾌﾞﾘｵﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 帝三製薬 結核治療剤 0112中止
RIB RIB 200:ROCHE RIB200:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡赤 無 ｺﾍﾟｶﾞｽ錠200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg 中外製薬 抗ｳｲﾙｽ剤 070316収載

RID SBS 681 SBS681 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾞｰﾗ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ RA寛解導入剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾄﾞｰﾗ錠)

RIM CG 403 RIM:CG 403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/赤褐 ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0004迄)

RIM NG 403 RIM:NG 403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/赤褐 ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 0004ｺｰ
ﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

RIO Yt-RIO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡黄 ﾘｵｰﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 抗悪性腫瘍剤 9602中止
RIR CHO 20 CHO RIR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｿﾞﾗﾐﾄﾞR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-長生堂

製薬
徐放性不整脈治療剤 0810中止 0806商品名変

更(前:ﾘｿﾞﾗﾐﾄﾞR錠)
RIS AML RIS:0.5 0.5 0.5mg:AML RIS 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg 共和薬品工業 抗精神病剤 101119収載
RIS AML RIS1 1mg 1:AML RIS1 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 070706収載
RIS AML RIS2 2mg 2:AML RIS2 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 070706収載
RIS AML RIS3 3mg 3:AML RIS3 3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 070706収載
RIS 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本製薬 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 910823
収載

RISOD AML RIS:OD 1 OD1 1mg:AML RIS OD1
OD1

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 091113収載

RISOD AML RIS:OD 2 OD2 2mg:AML RIS OD2
OD2

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 共和薬品工業 抗精神病剤 091113収載

RIT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9307変更

RIT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)

RJ R J ET249 :2.5mg 裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ-科薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ(0611迄)，ｻﾝﾄﾞのも
のとﾋｰﾄ統一に伴い 0601
製造販売元社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

RJ RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾｽｼﾞｳﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痙･鎮痛剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｽｼﾞｳﾑ錠)

RJ RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｻﾞｰﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0101中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RJ RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾅｶｰﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 循環機能改善剤 0105中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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RJ RJ 2
2mg

裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0703頃中止 0603ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ) 舌下錠

RJ RJ 2 COX2:RJ2 2mg 裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-東京田
辺製薬

脳･末梢血流障害改善剤 9508中止 舌下錠

RJ RJ LAC-5:COX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｸﾊﾟﾝ錠5 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾒｸﾄ 消化管鎮痙剤 9810中止 9503製造販売
再開 90中止

RJ RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾗﾅｶｰﾄ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 循環機能改善剤 8906中止
RJ RJ RJ92-7:COX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｺﾓﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日本ﾍｷｻﾙ 脳循環代謝改善剤 9904中止 9503製造販売

元変更 920710収載
RJ R J

2.5mg
裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾚﾅﾝﾄ錠)
0812ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

RJA RJ 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄 ﾚﾑﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 消炎鎮痛剤 中止
RJA RJ 124-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽｼﾞｳﾑｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日本ﾍｷｻﾙ 鎮痙･鎮痛剤 0402中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
RL RL 1 裸錠 白 無 ﾛﾝﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬，興

和ﾃﾊﾞ
持続性心身安定剤 1007販売元変更，統合に

伴い(前:大正薬品工業)
RL M 904 M904 裸錠 白 有 ﾘﾘﾊﾞｰ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾒﾙｸ製薬 精神神経安定剤 0712中止 0607社名変更

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾘﾊﾞｰ錠)

RL RL 2 裸錠 薄橙 有 ﾛﾝﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬，興
和ﾃﾊﾞ

持続性心身安定剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

RL M905 RL-5 裸錠 黄 有 ﾘﾘﾊﾞｰ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 模範薬品研究所 抗不安剤 9302中止
RL KB:RL 25 RL25:KB RL25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ うつ病･うつ状態治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 910823

収載
RL KB:RL 50 RL50:KB RL50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ うつ病･うつ状態治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0105迄) 910823

収載
RL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
徐放性不整脈治療剤 9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705
RLLA RLL:A 25 RLL A25:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢RLL｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｱｲﾛﾑ製薬 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
080704収載

RLLA RLL A50 RLL A50:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢RLL｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｱｲﾛﾑ製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

RM 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠2 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 抗不安剤 0111本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

RM 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 抗不安剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

RM RM 10 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 抗不安剤 9504中止
RM RM 21 RM21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄﾌﾞﾚﾝ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾛｰﾏﾝ工業 組織呼吸賦活剤 0103中止 900713収載
RM RM 22 RM22 15mg:15mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾙｽﾏﾘﾝA錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾛｰﾏﾝ工業-高田製薬 気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾙｽﾏﾘﾝA錠)
RM RM23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾎﾟﾝｾﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾛｰﾏﾝ工業 脳循環代謝改善剤 98中止 920710収載
RM RM24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾓﾃﾞｰﾄ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾛｰﾏﾝ工業 β 遮断剤 99中止 920710収載
RM RM25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾓﾃﾞｰﾄ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ﾛｰﾏﾝ工業 β 遮断剤 99中止 920710収載
RM RM 27 RM27 30mg 裸錠 白 有 ﾄｰﾗｽﾀﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾛｰﾏﾝ工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0004中止 980710収載
RM RM 31 RM31 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰﾛﾗｲﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ﾛｰﾏﾝ工業-高田製薬，日

本ｹﾐﾌｧ
酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生物質

050708収載

RM Tu RM-100 糖衣錠 白 無 ﾛﾘﾒｽﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 辰巳化学 微小循環改善剤 9909中止
RM RM 218 RM218 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｽﾓﾁﾝ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ

ｾﾞ単位
ﾛｰﾏﾝ工業 脂質代謝改善剤 97中止 900713収載

RM RM 247 RM247 25ｍｇ：25ｍｇ 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg ﾛｰﾏﾝ工業-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺肥大症・癌治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ)
0306ﾋｰﾄ変更

RM RM 249 RM249 25：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 ﾛｰﾏﾝ工業 循環調整剤 010907収載(商品名，規
格表示変更 前:ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS

RM Tu-RM 300 Tu RM-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾘﾒｽﾝ錠300mg ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 辰巳化学 持続性脳微小循環改善 9909中止 970711収載
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RMC RM 249C RM249C 50：50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ﾛｰﾏﾝ工業 循環調整剤 010907収載(規格表示変
更)

RMCS RMC-S 裸錠 黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 血圧降下剤 94中止 9306ｴﾑｴﾌ製剤
から承継 920710収載

RML RM 247L RM 247L 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
錠）

白～微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ徐放錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg ﾛｰﾏﾝ工業-日本ｹﾐﾌｧ 徐放性前立腺肥大症治
療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝL錠)

RMT SW RMT SW-RMT 裸錠 白～淡黄白 有 ﾗﾐﾃｸﾄ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

沢井製薬･ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 1004販売元変更，統合に
伴い(前:ｲﾝﾃﾝﾃﾞｨｽ)

RMT MCI 041 MCI041 150mg 裸錠 白 無 ﾛﾒｯﾄ錠150mg ﾚﾋﾟﾘﾅｽﾄ 150mg 田辺三菱製薬 気管支喘息基礎治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾛﾒｯﾄ)

RMT 302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9408本体刻印

RMTL L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

RMTL L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

RN RN 裸錠 白 有 ﾗｳﾅﾝｽ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 尿酸排泄薬 0010中止 970130承認
9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

RN RN 25 裸錠 白 無 ﾗｳﾅﾝｽ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 尿酸排泄薬 0010中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RN KB 21R25 裸錠 白 無 ﾛｲﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 脳血流促進剤 9905中止 97ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RN RN 50:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RN Tu RN-050 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.5｢ﾀﾂﾐ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 辰巳化学 降圧剤 96中止
RN KB 21R50 裸錠 白 無 ﾛｲﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 脳血流促進剤 9905中止 97ﾋｰﾄ記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
RN RN 100:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
RN 糖衣錠 白 無 ﾚﾅﾙﾁﾝ錠 肝臓加水分解物 100mg 東京田辺製薬 肝水解物製剤 9508中止 9402ﾋｰﾄ変更

(SP->PTP)
RNS RN 25 裸錠 白 無 ﾗｳﾅﾝｽ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 尿酸排泄薬 0010中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
RNS RN 裸錠 白 有 ﾗｳﾅﾝｽ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 尿酸排泄薬 0010中止 970130承認

9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

ROCALTRO
L

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9610変更

ROCALTRO
L

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9610変更

ROCHE RIB 200:ROCHE RIB200:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡赤 無 ｺﾍﾟｶﾞｽ錠200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg 中外製薬 抗ｳｲﾙｽ剤 070316収載

ROCHE BM 300 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 中外製薬 経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0601頃迄) 0310販
売変更（山之内→中外）
0210製造元変更（前：日
本ﾛｼｭ） 0202ﾋｰﾄ変更
9901ﾋｰﾄ変更

ROCHE BM 302 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 中外製薬 経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0511頃迄) 0310販
売変更（山之内→中外）
0210製造元変更（前：日
本ﾛｼｭ） 0202ﾋｰﾄ変更
9812ﾋｰﾄ変更

ROCHE CellCept 250 Roche 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡赤褐 ｾﾙｾﾌﾟﾄｶﾌﾟｾﾙ250 ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸ﾓﾌｪﾁﾙ 250mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 免疫抑制剤 991119収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9504まで)
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ROCHE ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで)

ROCHE BS 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

中外製薬 合成抗菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞBS追加

ROCHE ROCHE 裸錠（十字割
線）

白 有 ﾌｧﾝｼﾀﾞｰﾙ錠 ｽﾙﾌｧﾄﾞｷｼﾝ､ﾋﾟﾘﾒﾀﾐﾝ 500mg､25mg 中外製薬 抗ﾏﾗﾘｱ剤 1001中止

ROCHE BM 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載（品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ100mg
錠)

ROCHE BM 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載(品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠)

ROCHE ROCHE:F R 裸錠 淡赤 有 ﾏﾄﾞﾊﾟｰ錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg､
28.5mg

日本ﾛｼｭ ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)

ROCHE ROCHE:F R 裸錠 淡赤 有 ﾏﾄﾞﾊﾟｰ錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

中外製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0904迄)

ROCHE BM 210 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.1mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→
中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 010907収
載(商品名の変更 前:ﾗﾆﾗ
ﾋﾟｯﾄﾞ錠)

ROCHE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾗﾛﾄﾞｰﾊﾟ錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 日本ﾛｼｭ ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 9412中止
ROCHE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
黄白 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606ﾋｰﾄ表裏商品名記載

(ｶﾀｶﾅ) 9610変更
ROCHE ROCHE 0.5:DU 裸錠 白 無 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠
0.5) 0112ﾋｰﾄ商品名記載

ROCHE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9610変更

ROCHE 裸錠 白 無 ｻﾘﾄﾞﾝ錠 日本ﾛｼｭ 解熱鎮痛剤 0104供給停止 9704ﾋｰﾄ
変更(SAR削除)，商品名

ROCHE ROCHE ･1･:F T 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1)

FT 1削除)
ROCHE ROCHE 1 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠1 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9502まで)
ROCHE ROCHE 1 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠1 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

削除 0210製造元変更
9503ﾋｰﾄ変更

ROCHE ROCHE ･2･:D V 裸錠 薄橙 有 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠2mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠2)

DV-2削除) 十字割線
ROCHE ROCHE 2 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠2 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9411まで)
ROCHE ROCHE 2 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠2 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

152）削除 0210製造元変
更 9412ﾋｰﾄ変更

ROCHE 糖衣錠 淡紅赤 無 ﾉﾌﾞﾘｳﾑ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9311中止
ROCHE ROCHE 5 裸錠 淡黄赤 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠5 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9411まで)
ROCHE ROCHE 5 裸錠 淡黄赤 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠5 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

153）削除 0210製造元変
更 9412ﾋｰﾄ変更

ROCHE ROCHE 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 催眠鎮静剤 9504中止
ROCHE TIGASON 10 ROCHE 10mg ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

白
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 角化症治療剤

Tigason10)削除 9910本
体変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)
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ROCHE 糖衣錠 黄橙 無 ﾉﾌﾞﾘｳﾑ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9207中止
ROCHE ROCHE 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日本ﾛｼｭ 催眠鎮静剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
ROCHE ROCHE 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日本ﾛｼｭ 不眠症治療剤 0201中止(共和薬品工業

に承継)
ROCHE TIGASON 25 ROCHE 25mg ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

褐
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 角化症治療剤

Tigason25)削除 0005本
体変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
ROCHE ROCHE 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/明るい

灰
ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75 ﾘﾝ酸ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ 75mg(ｵｾﾙﾀﾐ

ﾋﾞﾙとして)
中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤 010202収載，ﾋｰﾄ表裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾋｰﾄが
赤いものは備蓄用の赤ﾀ

ROCHE 糖衣錠 淡赤 無 ﾛﾆｺｰﾙﾀｲﾑｽﾊﾟﾝ錠75 ﾆｺﾁﾆｯｸｱﾙｺｰﾙ 75mg 日本ﾛｼｭ 持続性血行改善剤 91中止
ROCHE 糖衣錠 橙 無 ﾒｽﾁﾉﾝ｢ﾛｼｭ｣錠 臭化ﾋﾟﾘﾄﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 60mg 日本ﾛｼｭ 重症筋無力症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ（0212頃迄），ﾒｽﾁ

ﾉﾝ錠として共和薬品工業
へ承継

ROCHE ROCHE 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ/赤橙 ﾉﾌﾞﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9502中止
ROCHE ROCHE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/赤橙 ﾉﾌﾞﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9503中止
ROCHE ROCHE 171 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠1 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾛｼｭ 不眠症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
ROCHE ROCHE 171 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠1 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 不眠症治療剤 9704ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
ROCHE ROCHE 172 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ﾛｼｭ 不眠症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
ROCHE ROCHE 172 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 不眠症治療剤 9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
ROCHE ROCHE 176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 持続性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
ROCHE ROCHE 176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄

白
無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 中外製薬・杏林製薬 持続性消炎鎮痛剤 1006杏林製薬中止 1002

中外製薬中止
ROCHE ROCHE 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 日本ﾛｼｭ 持続性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
ROCHE ROCHE 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 中外製薬・杏林製薬 持続性消炎鎮痛剤 1003杏林製薬中止 1002

中外製薬中止
ROCHE ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 930528
収載

ROCHE ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 930528
収載

ROCHE ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)
ROCHE ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

ROCHE ROCHE 242:0.5 ROCHE・242/0.5：0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ROCHE ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
ROCHE ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

ROCHE ROCHE 243 ROCHE・243：1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ROCHE ROCHE 0245 ROCHE

0245
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡褐 ｲﾝﾋﾞﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾒｼﾙ酸ｻｷﾅﾋﾞﾙ 200mg(ｻｷﾅ

ﾋﾞﾙとして)
中外製薬 HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｲﾝﾋﾞﾗｰｾﾞｶﾌﾟ
ｾﾙ) 970912収載

ROCHE ROCHE 0246 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤 ﾌｫｰﾄﾍﾞｲｽｶﾌﾟｾﾙ ｻｷﾅﾋﾞﾙ 200mg 中外製薬 HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤 0703中止 000512収載
ROCHE ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

白
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

ROCHE ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで) 9704
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)
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ROCHE ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)

ROCHE ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005まで) 9707
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 日本ﾛｼｭ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9201変
更

ROCHE μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 日本ﾛｼｭ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9201変
更

ROCHE ROCHE 611 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 日本ﾛｼｭ 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9206本
体変更

ROCHE ROCHE 611 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 日本ﾛｼｭ 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ，0208共和薬品工
業へ承継

ROCHE ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9507
ﾋｰﾄ変更

ROCHE 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9504
ﾋｰﾄ変更

ROCHE ROCHE 621 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｵｰﾊﾞ
ﾙ型)

白 無 ｾﾌｨﾙ錠 塩酸ｾﾌｪﾀﾒﾄﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 194mg(ｾﾌｪﾀ
ﾒﾄとして)

中外製薬-杏林製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0306中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 930319収

ROCHE/FR ROCHE:F R ROCHE/FR 裸錠 淡赤 有 ﾏﾄﾞﾊﾟｰ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

中外製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾄﾞﾊﾟｰ錠)
0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ROCHEC ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9507
ﾋｰﾄ変更

ROCHEC ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 0010中止 9705ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ROCHEFR ROCHE:F R ROCHE/FR 裸錠 淡赤 有 ﾏﾄﾞﾊﾟｰ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

中外製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾄﾞﾊﾟｰ錠)
0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ROCHESQV ROCHE:SQV 500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄黄赤～明
灰黄赤又は
薄赤み黄

無 ｲﾝﾋﾞﾗｰｾﾞ錠500mg ﾒｼﾙ酸ｻｷﾅﾋﾞﾙ 500mg(ｻｷﾅ
ﾋﾞﾙとして)

中外製薬 HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤 060904収載

ROI KI 1141 ROI:MECT KI-1141 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｲﾏｰﾙ ﾒﾁｱｼﾞﾝ酸 250mg ﾒｸﾄ 鎮痛･消炎剤 98中止
ROM MO 281 MO281:ROM0.625 糖衣錠 淡桃 無 ﾛﾒﾀﾞ0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

ROM MO 282 MO282:ROM1.25 MO282 糖衣錠 白 無 ﾛﾒﾀﾞ1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

ROP Th 190:1 Th190 ROP1 1:ROP1 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 940708
収載

ROP Th 191:3 Th191 ROP3 3:ROP3 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 940708収載
ROP Th 192:6 Th192 ROP6 6:ROP6 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 940708収載
RORER 裸錠 淡黄 無 TAT錠50mg ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 利尿降圧剤 8907中止
RORER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾋﾟﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 鎮咳･去痰剤 8907中止
RORER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃黄/無透明 ｲﾝﾒﾀﾝSR ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 8905中止
RORER 糖衣錠 白 無 ｴｲｼｽ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気道粘膜正常化剤 8907中止
RORER 糖衣錠 緑 無 ｵﾋﾟﾆｵﾝS錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 肝機能賦活･利胆剤 0204中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
RORER 糖衣錠 黄 無 ｵﾋﾟﾆｵﾝ錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 肝機能賦活･利胆剤 8905中止
RORER CR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｶﾙｿﾞﾙﾝG30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
30mg 日本ﾍｷｻﾙ 血管強化･止血剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
RORER 裸錠 淡赤 無 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ錠｢ﾛｰﾗｰ｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 血管強化･止血剤 8906中止
RORER 糖衣錠 黄 無 ｸﾚﾏﾆﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9003中止
RORER

1mg
裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0704頃中止 0604ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)
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RORER 糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｻﾝﾄﾞ･三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠)，
ﾋｰﾄ表12追加

RORER PPR COX 裸錠 白 無 ﾍﾟﾌﾟﾛｾﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 気道粘液溶解剤 9609中止 9503製造販売
元変更に伴い記号変更

RORER 糖衣錠 白 無 ﾏﾚﾐﾗﾝR錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 8906中止
RORER RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｻﾞｰﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
0101中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RORER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾅﾝﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 頻尿治療剤 8906中止
RORER RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾅｶｰﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 循環機能改善剤 0105中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
RORER CAT-0.25μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ

ﾗｰ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

RORER CAT-0.5μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ
ﾗｰ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

RORER CAT-1.0μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ
ﾗｰ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

RORER RJ 2
2mg

裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0703頃中止 0603ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ) 舌下錠

RORER 裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾝ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気管支拡張剤 9003中止
RORER RJ LAC-5:COX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｸﾊﾟﾝ錠5 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾒｸﾄ 消化管鎮痙剤 9810中止 9503製造販売

再開 90中止
RORER 糖衣錠 淡青白 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ﾛｰﾗｰ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 降圧剤 8907中止
RORER 裸錠 白 無 ﾒｼﾞﾅﾘｽｸ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ めまい･平衡障害治療剤 8906中止
RORER 裸錠 黄 無 ｷｭｳﾃﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 代謝性強心剤 8906中止
RORER 裸錠 白 有 ﾒｼﾞﾅﾛﾝ-S錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ めまい･平衡障害治療剤 8906中止
RORER 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/無透明 ｲﾝﾒﾀﾝSR25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 9305中止
RORER HLC-25 COX 裸錠 白 無 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 脳血流障害改善剤 9606中止 9503製造販売

元変更に伴い記号変更
RORER 糖衣錠 橙赤 無 ﾘｻﾁﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 冠循環増強剤 0108中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
RORER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｺｰﾙ錠30 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 降圧剤 9101中止
RORER 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症，心身症(更年

期障害，過敏性腸症候
群)治療剤

0104中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

RORER HLC-50:COX 裸錠 黄 有 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 脳血流障害改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RORER RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾗﾅｶｰﾄ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 循環機能改善剤 8906中止
RORER WHR 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透

明
ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

RORER RJ 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄 ﾚﾑﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 消炎鎮痛剤 中止
RORER RJ 124-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽｼﾞｳﾑｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日本ﾍｷｻﾙ 鎮痙･鎮痛剤 0402中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
RORER WHR 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
ROUSSEL ROUSSEL RUGL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙白 無 ｸﾞﾘﾌｧﾅﾝ錠 ｸﾞﾗﾌｪﾆﾝ 200mg 日本ﾙｾﾙ 鎮痛剤 9203中止
ROUSSEL RUCR ROUSSEL RUCR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡緑 ｸﾛﾃﾞｨﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 日本ﾙｾﾙ-森下ﾙｾﾙ 利胆剤 9206中止
ROY ROY 糖衣錠 白 無 ﾛｲｽﾀｼﾞﾝ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 全星薬品工業 中枢性筋弛緩剤 9209中止
ROY 糖衣錠 白 無 ﾛｲｽﾀｼﾞﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 中枢性筋弛緩剤 0303中止
RP RP 耳:5R 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾏﾎﾟﾛﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 海外製薬 高血圧･不整脈治療剤 95中止
RP RP 裸錠 白 有 ﾘﾗｽﾋﾟｳﾑ 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg ｲｾｲ 鎮痙剤 9403中止
RP RP 1:☆ORGANON 裸錠 白 有 ﾃﾗﾅｽ錠5 塩酸ﾛﾒﾘｼﾞﾝ 5mg MSD 片頭痛治療剤 1010社名変更(統合に伴

い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)
RP Tw RP 糖衣錠 白 無 ﾗｽﾌﾟｼﾞﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0612商品名変更(前:ﾗｽﾌﾟ

追加等)
RP SW RP1 SW-RP1:1 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 沢井製薬 抗精神病剤 070706収載
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RP O.S RP O.S-RP 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾛｽﾎﾟﾘｱ錠1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-あすか製
薬，武田薬品工業

止瀉剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛｽ
ﾎﾟﾘｱ錠)，ﾋｰﾄ表1mg追加

RP SW RP2 SW-RP2:2 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 沢井製薬 抗精神病剤 070706収載
RP SW RP3 SW-RP3:3 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 沢井製薬 抗精神病剤 080704収載
RP SW RP5 SW-RP5:1mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 沢井製薬 抗精神病剤 090515収載

RP SW RP6 SW-RP6:2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 沢井製薬 抗精神病剤 090515収載

RP SW RP7 SW-RP7:3mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 沢井製薬 抗精神病剤 100528収載

RPD RPD RPD 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢DK｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
RPR RPR 202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾘﾙﾃｯｸ錠50 ﾘﾙｿﾞｰﾙ 50mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 筋萎縮性側索硬化症用

剤 990219収載
RPT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾋﾟｼﾞｽﾄ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 同仁医薬化工 脳代謝機能改善剤 96中止
RQL RQL 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄 ﾘｸﾊﾟﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｲｾｲ 高脂質改善･動脈硬化用

剤
9506中止

RS RS:IW 裸錠 薄橙 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ｲﾜｷ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 岩城製薬 高血圧治療剤 9908中止 9202変更
RS O.S-R･S 糖衣錠 淡青 無 ﾚｼﾈｰﾄS錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧治療剤 9504中止
RS RS 裸錠 白 無 ﾚｽﾀｰﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 東京田辺製薬 片頭痛･起立性低血圧用

剤
中止 9810ﾋｰﾄ記号削除，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RS RS 糖衣錠 淡緑 無 ﾚｽﾐﾄﾛﾝ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 長生堂製薬 抗不安剤 9005中止
RS Y RS:2.5 Y-RS2.5 裸錠 白 無 ﾘｻﾓｰﾙ錠 ｼｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 消化管運動賦活調整剤 0211中止 0110社名変更

9704ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

RS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｾﾉｰﾙ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

RS 糖衣錠 橙赤 無 ﾘｻﾁﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 冠循環増強剤 0108中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RS Tu-RS 60 Tu RS-60 裸錠 極薄紅 有 ﾛｾﾞｵｰﾙ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 辰巳化学 鎮痛･抗炎症・解熱剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｾﾞｵｰﾙ錠)

RSP 239 RSP 糖衣錠 白 無 ﾋﾍﾟﾙﾃﾆﾝ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 大洋薬品工業 血圧降下剤 9002中止 薬価削除

RST 裸錠 白 無 ﾚｽﾎﾟｰﾙ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg わかもと製薬 乳癌治療剤 0807中止 04頃ﾋｰﾄ変更，
RST削除等

RST 裸錠 白 無 ﾛｲﾏﾋﾟﾘﾝS錠 宇治製薬 解熱鎮痛剤 0104中止
RT 糖衣錠 淡緑 無 ﾚｽﾐﾄﾛﾝ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 長生堂製薬 抗不安剤 9102中止
RT RT 50 RT:RT114SV 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾐｿｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9403中止
RT 糖衣錠 淡赤 無 ﾛﾆｺｰﾙﾀｲﾑｽﾊﾟﾝ錠75 ﾆｺﾁﾆｯｸｱﾙｺｰﾙ 75mg 日本ﾛｼｭ 持続性血行改善剤 91中止
RT RT 100 RT:RT114SV 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾐｿｰﾙ錠100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9603中止
RT 糖衣錠 黄赤 無 ﾗﾝﾀｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 微小循環改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

RTF 333 RTF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 9606
ﾋｰﾄ変更 95本体刻印

RTL RTL0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 940708
収載

RTL RTL0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 940708
収載

RTN Tw.RTN30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾚｯﾃﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 東和薬品 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9310中止
RTN Tw.RTN60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｯﾃﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 東和薬品 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 95中止
RTSV RT 100 RT:RT114SV 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾐｿｰﾙ錠100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9603中止
RTSV RT 50 RT:RT114SV 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾐｿｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9403中止
RU TKS 451 RU:TKS451 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｱﾀﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(01頃迄) 0110販売

元変更(旧:ﾅｶﾞｾ医薬品)
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RUCR RUCR ROUSSEL RUCR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡緑 ｸﾛﾃﾞｨﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 日本ﾙｾﾙ-森下ﾙｾﾙ 利胆剤 9206中止
RUD RU:164 D RU 164D 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾘｯﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 酸安定性･持続性ﾏｸﾛﾗｲ

ﾄﾞ系抗生剤
0001社名変更 9702ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RUE RU:001 E RU 001E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾀﾞﾛﾝ錠 ﾌﾛｸﾀﾌｪﾆﾝ 200mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 速効性鎮痛剤 0212中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9301販
売元変更

RUGL ROUSSEL RUGL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙白 無 ｸﾞﾘﾌｧﾅﾝ錠 ｸﾞﾗﾌｪﾆﾝ 200mg 日本ﾙｾﾙ 鎮痛剤 9203中止
RUJ RU:013 J RU 013J 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾓﾀﾞﾝR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 徐放性不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801

販売元変更(前:中外製
薬) 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰ
ﾄﾞ追加等

RUK RU:009 K RU 009K 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾑ錠100mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙｶﾞﾑ錠)
0112ﾋｰﾄ100mg追加 9703
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RUK RU 203K:1 1 RU 203K：1mg 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本新薬 ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0903頃迄) 0712
承継(ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽより)

RUP RU 203P:0.5 0.5 RU 203P：0.5mg 裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本新薬 ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄) 0712承
継(ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽより)

RURH RURH RURH 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾘｽﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801
販売元変更(前:中外製

RURH RURH RURH 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾘｽﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801
販売元変更(前:中外製

RURY RURY RURY 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾘｽﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801
販売元変更(前:中外製

RURY RURY RURY 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾘｽﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0802ﾋｰﾄ若干変更 0801
販売元変更(前:中外製

RUT RUT 糖衣錠 白 無 ﾗｳﾎﾘﾝ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 森下ﾙｾﾙ 不整脈治療剤 9107中止
RUU RU:009 U RU 009U 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾑ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾙｶﾞﾑ200mg
錠) 0112ﾋｰﾄ変更 9703ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RV Tu RV･150 Tu RV･150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾓﾍﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 辰巳化学 結核治療剤 0712中止
RVT RVT 糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ﾗｲｺﾞﾉﾋﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 森下ﾙｾﾙ 子宮収縮止血剤 9303中止
RVT Pfizer:RVT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾁｵ錠20mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 20mg(ｼﾙﾃﾞﾅ

ﾌｨﾙとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ5阻害薬 080418収載

RXI R150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

060707収載

RY RY RY 7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-日医工 睡眠障害改善剤 1009販売元変更(前:ｻﾉﾌｨ
ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ)

RY RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RY RY Wf-AM7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-田辺三菱
製薬

睡眠障害改善剤 0712中止 0710社名変更
（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
0006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

RY RY RY 10：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 睡眠障害改善剤 旧ﾋｰﾄ(0504迄)，ｱﾓﾊﾞﾝ錠
7.5(ｺｰﾄﾞが同じRY)との識
別性向上

RY RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RY RY Wf-AM10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504迄) 0006ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

RY RY-11.B.150 RY-11.B.150
150mg:150mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ pH作動型鎮痛･消炎剤 0903中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾅﾐ
ﾝSR150)

403 / 404 ページ



RY RY-11.B.150 RY-11.B.150：150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-中外製薬 pH作動型鎮痛･消炎剤 0712中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾅﾐ
ﾝSR150) ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ
のものとﾋｰﾄ異なる

RY RY-11.A.50 RY-11.A.50：50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾅﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0508中止 0212ﾋｰﾄ表ｺｰ
ﾄﾞ追加

RY RY-21.A.100 RY-21.A.100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
100mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0302ﾋｰﾄ変更

RY RY-21.A.200 RY-21.A.200 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
200mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

RYB RY-11.B.150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ･中外製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤
削除) 97ﾋｰﾄ変更
(MenSR150削除)

RYM 裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠1mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 旧ｺｰﾄﾞ
RYM 裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠2mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 旧ｺｰﾄﾞ
RZ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患，ｹﾛｲﾄﾞ･

肥厚性瘢痕治療剤
050610商品名変更(前:ﾘ
ｻﾞﾍﾞﾝ)

RZ RZ 1 RZ1 1mg:IW 裸錠 白 無 ﾚｽﾄｼﾞｰﾙ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 岩城製薬 持続性心身安定剤 03頃中止 980710収載
RZ Y RZ5 Y-RZ5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰｾﾞ錠5mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 田辺三菱製薬 心身安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0210ﾋｰﾄ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ

RZ Y RZ:5 Y-RZ5 5 糖衣錠 白 無 ﾘｰｾﾞ糖衣錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 吉富製薬 心身安定剤 9807中止
RZ SW RZ10 SW-RZ10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ｻ

ﾜｲ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

RZ Y RZ10 Y-RZ10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰｾﾞ錠10mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 田辺三菱製薬 心身安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0306ﾋｰﾄ変更

RZ Y RZ:10 Y-RZ10 10 糖衣錠 白 無 ﾘｰｾﾞ糖衣錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 吉富製薬 心身安定剤 9808中止
RZ SW RZ20 SW-RZ20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢ｻ

ﾜｲ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

RZ Tu RZ-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｽﾞﾌﾟﾚﾝ錠20mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 辰巳化学 鎮咳･気道粘液溶解剤 0707中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛｽﾞ
ﾌﾟﾚﾝ錠)

RZ SW-100:SW-RZ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｲｿﾞﾛﾝ100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 92中止
RZ 裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙL ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰ

ﾙ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ
50mg，
50mg，50mg

吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止

RZ 裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙ ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 50mg， 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止
RZ 糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(91まで)
RZC 241 RZC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾛｾﾞｸﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 東洋新薬 胃粘膜障害治療剤 中止 920710収載
RZN SZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0111中止 010706収載
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本データは十分注意を持って作成しておりますが、本データの利用により発生したいかなる損害に関しても、株式会社スズケンは、責任を負いませんのでご了承ください。
ABC順 S～Z 株式会社スズケン 医療情報室(SDIC東京)作成

ABC順 本体コード ヒートコード 剤形 色 割線 商品名 一般名 規格 会社名 薬効等 備考
S S 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘｰﾅ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0806商品名変更(前:ｾﾄﾞ

ﾘｰﾅ錠) 0704社名変更
(統合に伴い，前:第一製

S 耳:ETA-S 糖衣錠 橙 無 ｲｰﾀｯﾌﾟS錠｢ｲｾｲ｣ ｺﾊｸ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙｶﾙｼｳ 100mg ｲｾｲ ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 0706中止
S Tw:S Saymotin S 25U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｻｲﾓﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 東和薬品 循環器用剤 010907収載(商品名，規

格表示の変更 前:ｻｲﾓﾁﾝ
S LG 裸錠 白 無 ｻﾉﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾏｼﾞﾝﾄﾞｰﾙ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
食欲抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9710ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920828収載

S SVS Tu SV-S 裸錠 白 有 ｻﾙﾋﾞﾝS錠 辰巳化学 解熱鎮痛剤 96中止
S Tu SV-S 糖衣錠 黄 無 ｻﾙﾋﾞﾝS糖衣錠 辰巳化学 解熱鎮痛剤 96中止
S BD 裸錠 淡赤 無 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠0.5mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
作用持続性高血圧症治
療剤

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収載

S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾊﾞﾒｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東邦新薬 消化性潰瘍治療剤 中止
S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾊﾞﾗｰｾﾞS 東邦新薬 消化酵素製剤 中止
S S SM:IW 裸錠 白 無 ｼﾒﾁｺﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 50mg 岩城製薬 胃腸内ｶﾞｽ除去剤 03頃中止 9303変更
S DEZ-S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝﾐﾆｶﾌﾟｾﾙ 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 9001中止 薬価削除
S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東邦新薬 代謝性強心剤 04頃中止
S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄乳白/微

黄乳白
ﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東邦新薬 代謝性強心剤 04頃中止

S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄乳白/微
黄乳白

ﾄﾎﾌｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東邦新薬 抗悪性腫瘍剤 中止

S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾅﾎﾞﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ﾄﾛﾋﾟｾﾄﾛﾝ 5mg（ﾄﾛﾋﾟｾﾄ
ﾛﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ･協和発酵
工業

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ(0706迄) 0211ﾋｰﾄ
変更 971212収載

S 5 TY05NF 5:TOYOBO 二層錠(長円 淡紅/白 有 ﾆﾄﾛﾌｨｯｸｽ5 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg 東洋紡績-ｷｯｾｲ薬品工 徐放性狭心症治療剤 0501中止 940415収載
S 2.5mg：XC 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)

9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

S S 2：S 2 裸錠(花形) 淡赤 有 ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 塩野義製薬 降圧利尿剤 0303SP→PTP 98ﾋｰﾄ記
号削除，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 十字割線

S L P 裸錠 白～淡黄白 有 ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 970912収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

S 糖衣錠 淡青白 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ﾛｰﾗｰ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 降圧剤 8907中止
S O.S-R･S 糖衣錠 淡青 無 ﾚｼﾈｰﾄS錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 高血圧治療剤 9504中止
S S1 S1 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾌｿｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤

持続性Ca拮抗剤
080704収載

S SI IS 裸錠 白 有 ｲｿﾓﾆｯﾄ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｻﾝﾄﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 0807中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ裏記

S KB-S1 KB-S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 0008ﾋｰﾄ

S S 1 1:1 S1 錠剤(花形) 白 有 ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠1mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg 塩野義製薬 ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 090515収載 十字割線
S S 2 S2 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾌｿｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-扶桑薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤

持続性Ca拮抗剤
080704収載

S GLAXO S2 裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾉｰﾙ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 日本ｸﾞﾗｸｿ 気管支拡張剤 9208中止
S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ｾｱﾌﾟﾛﾝ250ｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0809中止

S KB-S2 KB-S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤 削除 9612ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
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S S 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘｰﾅ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 第一製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄）
S FS S03 FS-S03 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

100mg，
100mg

扶桑薬品工業 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9508中止

S HT3S 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｵﾚﾝｼﾞ/ｸﾘｰﾑ
色

ﾄﾗｻｼﾞｬｽﾄ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 堀田薬品合成 止血剤 99中止

S GLAXO S4 裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾉｰﾙ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 日本ｸﾞﾗｸｿ 気管支拡張剤 9208中止
S CH-5S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾙﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 長生堂製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9405中止 920710収載
S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗｼﾞｪﾝ錠5mg 塩酸ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 5mg キッセイ薬品工業 口腔乾燥症状改善薬 050916収載
S S 5 SW-NE 裸錠 白 有 ﾈﾙﾒｰﾄ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 睡眠誘発剤，抗痙攣剤 9409中止
S M･S･ TROCHE・ ﾄﾛｰﾁ 青 SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣ 塩化ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ(外) 0.25mg 明治製菓 口腔用剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:SPﾄﾛｰﾁ明治)
明治の複合ﾄﾛｰﾁ明治(中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

S HT 7S HT7S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾌﾞﾚｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 堀田薬品合成 抗血小板剤 中止 900713収載
S MS S07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｽｵｰﾄﾞ錠100 ﾌﾟﾙﾘﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg（活性

本体として）
明治製菓 広範囲経口抗菌製剤 021206収載

S HT8S 300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ﾔﾄﾘｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 堀田薬品合成 EPA製剤 0003中止 980710収載

S 10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ10mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)
0307ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

S 裸錠 白 無 ｱﾙｾﾛｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性消炎･鎮痛剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ変
更 9802ﾋｰﾄ変更 940708

S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾅ錠10mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 10mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾅ錠) ﾊﾞﾗの

S FS-S12 糖衣錠 赤 無 ｼﾝｾﾛｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 扶桑薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9909中止
S S12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾈﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾌﾟﾛﾘｼﾞﾝ 1mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) ﾊﾞﾗ包装

のみ 0505田辺製薬より
承継(承継前のｺｰﾄﾞは

S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾈﾝ錠1mg 塩酸ﾄﾘﾌﾟﾛﾘｼﾞﾝ 1mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾝ錠) ﾊﾞﾗ
包装のみ

S CBT100 sato 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠100mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ
ﾙとして)

佐藤製薬 広域駆虫剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠)

S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｼﾛﾋﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

消化管運動改善剤

S 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟ錠 塩酸ﾚﾌｪﾀﾐﾝ 25mg 参天製薬 筋肉痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9302まで)
S S 25 25：S25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 精神神経用剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

S S 25 TTS-190 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬 統合失調症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

S 25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)
0305ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

S 50 S26 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢TSU｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 鶴原製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

S 100 S27 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢TSU｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 鶴原製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

S 糖衣錠 白 無 ｱﾚﾙﾄﾝL d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9311中止
S S 050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲﾛﾐｱ錠 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
富士製薬工業 鉄欠乏性貧血治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9601まで) 940708

収載
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S S 50 S50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 精神神経用剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

S S 50 TTS-191 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 高田製薬 統合失調症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

S S 50 SRP50 裸錠 白 有 ｾﾛﾌｪﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ 排卵誘発剤
S 50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ

ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)
旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)
0306ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

S SAL S100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｻﾗﾆｰﾙS100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 佐藤薬品工業 消化性潰瘍用剤 01中止
S S 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1011中止
S S 100 TTS-192 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 高田製薬 統合失調症治療剤 091113収載
S 裸錠 白 有 ﾏｽﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｼｵｴ製薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9811中止
S 糖衣錠 白 無 ﾛｸﾛﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg ｼｵｴ製薬 筋緊張性疾患治療剤 0003中止 940708収載
S 裸錠 黄 無 ﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東邦新薬 代謝性強心剤 中止
S 裸錠 黄 無 ﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東邦新薬 代謝性強心剤 中止
S S:S KKC120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲｸﾗﾎﾟﾛﾝS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 海外製薬 循環障害改善剤 9907中止
S S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(正八

角形)
白 無 ｽﾊﾟｽﾄﾝ錠 臭化ｼﾞﾎﾟﾆｳﾑ 15mg 日本ｹﾐﾌｧ 痙攣性疼痛緩解剤 9305中止

S 198 糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 片頭痛治療剤 旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615
迄)，商品名変更に伴い
(新:ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ錠) 0307ﾋｰ

S S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9804
ﾋｰﾄ変更 960705収載

S S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止
S S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｸﾀﾞｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 本草製薬 広範囲抗菌剤 04頃中止 980212承認
S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｼｵｴ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｼｵｴ製薬 脳血流促進剤 9905中止
S G201 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾊﾟｰﾁｰﾑ 東邦新薬 消化酵素剤

削除)
S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼｸﾗﾝｼｵｴ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ｼｵｴ製薬 脳･末梢血流改善剤 9604中止
S 耳:F-LASE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/橙透明 ｴﾌﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｼｵｴ製薬 総合消化酵素剤 0003中止
S 耳:F-SMIN Tab.S 裸錠 緑 無 ｴﾌｽﾐﾝ錠S ｼｵｴ製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9210中止
S 糖衣錠 白 無 ﾌｪﾙﾏｺｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg ｼｵｴ製薬 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ剤 9306中止
S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/帯赤白 ﾈｵ･ｴﾌﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ ｼｵｴ製薬-日本新薬 総合消化酵素剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾈｵ･ｴﾌﾗｰｾﾞｶ
ﾌﾟｾﾙ)

S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵｴﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 ｼｵｴ製薬 血管代謝改善剤 9806中止 900713収載
S 裸錠 白 有 ﾌｪﾙﾏｷｼﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ｼｵｴ製薬 脳･末梢循環障害改善剤 9905中止 舌下錠
S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｴﾁｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｼｵｴ製薬 微小循環系賦活剤 9905中止 900713収載
S S 219 SL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｻｲﾅﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 帝三製薬 心機能亢進調整剤 0112中止
S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｼｱｽ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ｼｵｴ製薬 脳循環代謝改善剤 9905中止 900713収載
S 糖衣錠 赤橙 無 ﾊﾟﾑｾﾞﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 東邦新薬 冠循環増強剤 中止
S 糖衣錠 赤橙 無 ﾊﾟﾑｾﾞﾝ25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東邦新薬 冠循環増強剤 中止
S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾎﾟｽ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｼｵｴ製薬 循環機能改善剤 9905中止 900713収載
S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾌｿｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｼｵｴ製薬 虚血性心疾患治療剤 9701中止 920710収載
S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｽﾎﾝ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｼｵｴ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9908中止 920710収載

S 糖衣錠 白 無 ﾊﾞｽﾌﾞﾛｰﾁ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ｼｵｴ製薬 心･脳疾患治療剤 9905中止 920710収載
S 糖衣錠 白 無 ｲｰﾍﾞｯﾄ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵｴ製薬 循環機能改善剤 9905中止 940708収載
S 裸錠 白 有 ﾀﾝﾄｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｼｵｴ製薬 気道潤滑去痰剤 0111中止 940708収載
S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙｶｰｾﾞｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 H2受容体拮抗剤 0907ﾋｰﾄ表200mg追加

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾙｶｰｾﾞｯﾄ錠)

S 裸錠(長円形) 白～帯黄白 有 ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠5mg｢ｼｵ ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 5mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 鎮咳剤 0708発売
S MNT-S 242 裸錠 白 有 ﾒﾆｴﾄｰﾙS ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大洋薬品工業 平衡障害治療剤 94中止
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S
SIOE 100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠ｼｵｴ100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ｼｵｴ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0504ﾋｰﾄ変更

S S 301 S301 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾐｱ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾌｽﾞﾚﾝK錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 徐放性ｶﾘｳﾑ剤 1010中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｴﾌ
ｽﾞﾚﾝK錠)

S S Tu NV｢500｣ 裸錠 黄 有 ﾉﾎﾞｽﾃﾉﾝ錠｢500｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 辰巳化学 合成抗菌剤 96中止
S 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙 ｼﾊﾞﾗｰｾﾞA 東邦新薬 消化酵素製剤 中止
S 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｱｽｷﾗｰ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg ｼｵｴ製薬 合成抗菌剤 9305中止

S 裸錠 白 有 ｳﾛﾀﾞｳﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

佐藤製薬 合成抗菌剤 0104中止

S 裸錠 白 有 ｳﾛﾀﾞｳﾝS ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

佐藤製薬 合成抗菌剤 0104中止

S 腟錠 白 ﾊﾟｳｿﾞｰﾙ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg 佐藤製薬 抗真菌剤 0111中止　900713収載
S EISAI SL001 1mg:SL001 EISAI 1 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
S KI 2132 DIU-S:MECT KI-2132 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾞｳﾚﾝSｶﾌﾟｾﾙ ﾒｸﾄ 利尿降圧剤 9305中止
S DAI-S:KI-3121 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲｻｼﾞﾝS錠 ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 9806中止
S P S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9511本体変更

S P S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 9804ﾋｰﾄ変更
9407収載

SA NVR：S A 100mg：100mg NVR SA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ くすんだ黄赤
～濃黄赤

有 ｸﾞﾘﾍﾞｯｸ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｲﾏﾁﾆﾌﾞ 100mg(ｲﾏﾁﾆ
ﾌﾞとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤(ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ
ｾﾞインヒビター）

050610収載

SA CH 裸錠 白 有 ｾｵﾘﾀｰｾﾞｵｰﾗﾙ(内服錠) ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

長生堂製薬 腫脹緩解用酵素剤 0204中止 920710収載

SA CG 105 SA:CG 105 糖衣錠 白 無 ｾﾙﾊﾟｼﾙ･ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ ﾚｾﾙﾋﾟﾝ､塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞ
ﾝ

0.1mg，10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

血圧降下剤 0110中止 9803ﾋｰﾄ裏変
更(SA削除)，商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

SA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｿﾘｱﾙﾑ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9710中止 960705収載
SA NUT，SA 裸錠 黄又は淡黄

褐
無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠剤 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ

酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ
17.5mg，
232.5mg

三亜製薬 消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9408まで)

SA Tu-SA 05 Tu SA-05:Tu SA-05 裸錠 薄桃 有 ｽﾊﾟｼｵｰﾙ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 辰巳化学 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載

SA Tu-SA 10 Tu SA-10:Tu SA-10 裸錠 薄桃 有 ｽﾊﾟｼｵｰﾙ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 辰巳化学 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載

SA ｓａ 25 sａ25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠25mg 硫酸ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ 25mg(ｸﾛﾋﾟﾄﾞ
ｸﾞﾚﾙとして)

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 060428収載

SA KW SA50 50:KW SA50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 共和薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SA ｓａ 75 sａ75 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 硫酸ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ 75mg(ｸﾛﾋﾟﾄﾞ
ｸﾞﾚﾙとして)

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 060428収載

SA KW SA100 100:KW SA100 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｱﾒﾙ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 共和薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SA SW-313 SW-SA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾜﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
SAAL Saal Tw.TST 裸錠 白 無 ﾄｰﾜｻｰﾙ錠 東和薬品 解熱鎮痛剤 94中止
SAD S･AD 10 S･AD10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 S･ｱﾄﾞｸﾉﾝ錠10 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
10mg 白井松新薬 血管強化･止血剤，放射

線障害治療剤
9906中止 9605ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SAD S･AD 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 S･ｱﾄﾞｸﾉﾝ錠30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg 田辺三菱製薬 血管強化･止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄)，承継に
伴い(ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏへ)
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

SAD S･AD 50 S･AD50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 S･ｱﾄﾞｸﾉﾝ錠50 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

50mg 白井松新薬 放射線障害治療剤 9908中止 9711ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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SAF CG 106 SAF:CG 106 糖衣錠 白 無 強力ｾﾙﾊﾟｼﾙ･ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ ﾚｾﾙﾋﾟﾝ､塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞ
ﾝ

0.1mg，25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

血圧降下剤 0110中止 9712ﾋｰﾄ裏変
更(SAF削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SAL SAL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/白 ｻﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 佐藤薬品工業 消化性潰瘍用剤 9801中止
SAL 裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本製薬 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
SAL

SAL
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品
持続性Ca拮抗剤 0203中止 970908販売

SALS SAL S100 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｻﾗﾆｰﾙS100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 佐藤薬品工業 消化性潰瘍用剤 01中止
SALYITA SALYITA HD-101 裸錠 白 有 ｻﾘｲﾀﾐﾝ錠 菱山製薬 解熱鎮痛剤 9510中止
SAM 2，5 SAM2.5 2.5 裸錠(楕円形) 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｻﾝﾄﾞ 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
080704収載

SAM 5 SAM5 5 裸錠(楕円形) 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｻﾝﾄﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

080704収載

SANDIMMU
N

SANDIMMUN 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤 ｻﾝﾃﾞｨﾐｭﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

0304ﾋｰﾄ商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)，SANDOZ削除 00製
造元変更 901129収載

SANDIMMU
N

SANDIMMUN 軟ｶﾌﾟｾﾙ 明黄赤 ｻﾝﾃﾞｨﾐｭﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭ-ﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

0305ﾋｰﾄ商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)，SANDOZ削除 00製
造元変更 901129収載

SANDOZ 糖衣錠 薄紫 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg ｻﾝﾄﾞ薬品 片頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで) 色変更

SANDOZ HP 二重錠 白 無 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ-R ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性高血圧治療剤
除)

SANDOZ SANDOZ:ZD 裸錠 白 無 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠1mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

0003中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9110変

SANDOZ SANDOZ:L B LB:LB 裸錠 白 有 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾞｳｪﾙ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0312頃迄) 0304
販売元変更（前：ﾉﾊﾞﾙﾃｨ
ｽﾌｧｰﾏ） 0301ﾋｰﾄｻﾝﾄﾞﾛｺﾞ

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9110変更

SANDOZ CS CS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾞｼﾞﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾞｼﾞﾃﾝ) 0208

SANDOZ SANDOZ:B V 裸錠 白～微黄白 有 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ薬品-三共 脳循環･代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
SANDOZ SANDOZ:X J 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 淡赤 有 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠1mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
作用持続性高血圧症治
療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収載

SANDOZ SANDOZ:V U 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 武州製薬-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 本体や
品名も05迄に変更(ｼﾞｺﾞｷ
ｼﾝ錠0.25mg「AFP」へ)

SANDOZ SANDOZ:OL 裸錠 白 無 ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 00製造
元変更 9712ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ SANDOZ:G O 裸錠 白 有 ｾｼﾞﾗﾆﾄﾞ錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg ｻﾝﾄﾞ薬品 強心配糖体製剤
除)

SANDOZ SANDOZ:O T 1mg：1mg OT 裸錠 白 有 ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ
ﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄) 03頃ﾋｰﾄ

OT削除 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9010変更

SANDOZ B H 裸錠 白～微黄白 有 ﾃﾙﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ SANDOZ:YT 糖衣錠 橙黄 無 ﾄﾚｽﾃﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾁｴﾁﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 6.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 制吐･抗めまい剤
除)

SANDOZ H O 裸錠 淡紅 有 ﾉﾙﾒﾗﾝ2.5mg ﾒﾄﾗｿﾞﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 9905中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9010変
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SANDOZ 2.5mg：XC 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)

9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

SANDOZ SANDOZ:H G 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 日本ﾁﾊﾞｶｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

循環改善剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ HYDERGINE 裸錠(十字割
線)

白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ舌下錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

循環改善剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9710ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ SANDOZ:FIORINAL 裸錠 白 無 ﾌｨｵﾘﾅｰﾙ ｻﾝﾄﾞ薬品 鎮痛剤
除)

SANDOZ 糖衣錠 帯黄暗赤 無 ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

武州製薬-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0006迄) 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ SANDOZ:YZ 糖衣錠 淡黄赤 無 ﾍﾞﾚﾙｶﾞﾙ 三共-ｻﾝﾄﾞ薬品 自律神経整調剤 9312中止
SANDOZ 糖衣錠 茶 無 ﾒﾃﾙｷﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
子宮収縮止血剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ SANDOZ:FS FS 10mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ10 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

削除)
SANDOZ SANDOZ YL 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ100 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止
SANDOZ SANDOZ GQ GQ 25mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ25 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0304ﾋｰﾄ変更

削除)
SANDOZ SANDOZ AD AD 50mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ50 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

削除)
SANDOZ 4 H 4H 裸錠 淡赤褐 有 ｴｽﾀﾘｯｸ0.5mg 塩酸ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ・持田製薬
作用持続型血圧降下剤

9807ﾋｰﾄ裏変更(4H削
除)，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ SANDIMMUN 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤 ｻﾝﾃﾞｨﾐｭﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

0304ﾋｰﾄ商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)，SANDOZ削除 00製
造元変更 901129収載

SANDOZ SANDIMMUN 軟ｶﾌﾟｾﾙ 明黄赤 ｻﾝﾃﾞｨﾐｭﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭ-ﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

0305ﾋｰﾄ商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)，SANDOZ削除 00製
造元変更 901129収載

SANDOZ 糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

片頭痛治療剤 旧ﾋｰﾄ（0307迄） 9709ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9403ｺｰﾄﾞ，色変更

SANDOZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 脳循環･代謝改善剤 9903中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZHG SANDOZ：H G 2mg：2mg HG 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0710迄) 03
頃ﾋｰﾄ変更，表HG削除等

SANDOZHG SANDOZ：H G 2mg：2mg HG 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 循環改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0710迄) 03
頃ﾋｰﾄ変更，表HG削除等

SANDOZOL SANDOZ：OL 1mg：1mg OL 裸錠 白 無 ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615
迄)，商品名変更に伴い
(新:ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg) 03
頃ﾋｰﾄ変更，表OL削除，

SANDOZVU SANDOZ：V U 0.25mg：0.25mg VU 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 武州製薬-ｱｽﾞｳｪﾙ 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0312迄) 0304販
売元変更（前：ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ），ﾋｰﾄ変更

SANDOZXJ SANDOZ:X J 1mg：1mg XJ 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 淡赤 有 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠1mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 作用持続性高血圧症治
療剤

旧本体ｺｰﾄﾞ(0711迄)
0302ﾋｰﾄ変更

SANKEN Sc 101 BUT-100 SANKEN 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾚﾆﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 三和化学研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
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SANKYO 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝ-FP錠｢三共｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 三共 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ製剤 0212中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO SANDOZ:B V 裸錠 白～微黄白 有 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ薬品-三共 脳循環･代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
SANKYO HK 1:☆ORGANON HK1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変

更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

SANKYO ZT 1:☆ORGANON ZT1: 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

SANKYO HR 5:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾛ･ﾘﾝﾃﾞｵｰﾙ ﾘﾈｽﾄﾚﾉｰﾙ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1.6mg，
0.048mg

日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 内服用黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ
複合剤

0611頃中止 0504販売元
変更(前：三共)

SANKYO 0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽｷﾉﾝ錠0.25 ｶﾙﾎﾞｺﾝ 0.25mg 三共 抗悪性腫瘍剤 0503中止
SANKYO 0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽｷﾉﾝ錠0.5 ｶﾙﾎﾞｺﾝ 0.5mg 三共 抗悪性腫瘍剤 0209中止
SANKYO SB 3:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｵﾙｶﾞﾎﾞﾘﾝ錠2 ｴﾁﾙﾅﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9303中止
SANKYO GK 4:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｹﾞｽﾀﾉﾝ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 5mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 9609中止
SANKYO SQUIBE 裸錠 白 有 ｹﾅｺﾙﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 三共 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9209中止
SANKYO DG 7:☆ORGANON DG7:1mg 裸錠 白 有 ｵﾊﾞﾎﾟｰｽﾞ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 0409中止 9701ﾋｰﾄ裏変

更(DG7削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO CT 7:Organon ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ-三共 四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄) 0104製造
元変更 9709ﾋｰﾄ裏変更

SANKYO GK 7:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾊﾟｰｾﾘﾝ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg MSD 前立腺肥大症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

SANKYO 5 SANKYO 106 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠5 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 10 SANKYO 107 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO SANKYO 108:20 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 三共 抗不安剤 9709中止
SANKYO SANKYO 112 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾚﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 三共 抗不安剤 9409中止
SANKYO SANKYO 116:5 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共) 010907
収載(商品名の変更 前:ﾈ
ﾙﾎﾞﾝ錠)

SANKYO SANKYO 117:10 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共)
SANKYO SANKYO 118 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾙﾋﾟﾝ錠 臭化ﾒﾁﾙｵｸﾀﾄﾛﾋﾟﾝ 10mg 三共 鎮痙剤 0703中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SANKYO SANKYO 125:1 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠1 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更，裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）など

SANKYO SANKYO 126:2 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠2 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO SANKYO 128:5 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠5mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 睡眠導入剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更
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SANKYO SANKYO 129:10 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠10mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 睡眠導入剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)

SANKYO SANKYO 131:0.5 裸錠 白 無 ﾒﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 0.5mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO SANKYO 132:1 裸錠 白 有 ﾒﾚｯｸｽ錠1mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO SANKYO 145 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｼﾞ
ﾝとして)

第一三共 鎮痛剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO SANKYO 157 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾆﾝ錠)

SANKYO KRH102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ｸﾚﾊ-第一三共 慢性腎不全用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200)

SANKYO SANKYO 211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄赤 ｱﾙﾄﾛﾝ 三共 高脂血症治療剤 0109中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO SANKYO 213 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡黄赤 ｱｸﾁﾑｶﾌﾟｾﾙ 三共 消化酵素剤 01中止予定 9605ﾋｰﾄ商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO SANKYO 220:5 裸錠 白 無 ﾌﾞｸﾏﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞｸﾓﾛｰﾙ 5mg 三共 不整脈･狭心症治療剤 01春頃中止予定
SANKYO SANKYO 221:10 裸錠 白 有 ﾌﾞｸﾏﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞｸﾓﾛｰﾙ 10mg 三共 不整脈･狭心症治療剤 01春頃中止予定
SANKYO SANKYO 226 裸錠 淡灰褐～淡

黄褐
無 ﾀｶﾌﾟﾚｯｸｽ錠 ﾀｶﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞN､ﾘﾊﾟｰｾﾞ

MY
100mg，
25mg

第一三共 消化酵素剤 1003中止

SANKYO SANKYO 227 裸錠 類灰黄 有 ﾁﾚｵｲﾄﾞ錠50 乾燥甲状腺 50mg 三共 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0703中止
SANKYO SANKYO 231 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-

CoA還元酵素阻害剤)
0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠)

SANKYO SANKYO 232 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-
CoA還元酵素阻害剤)

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更など 9609ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO SANKYO 241：8 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠8mg ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8.0mg 第一三共 持続性Ca拮抗剤

に伴い，前:三共) 0408本
体刻印8追加 030401収

SANKYO SANKYO 242：16 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠16mg ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 16.0mg 第一三共 持続性Ca拮抗剤

に伴い，前:三共) 0408本
体刻印16追加 030401収

SANKYO SANKYO 249:25 裸錠 白 有 ﾛﾝﾁﾙ錠25 ﾋﾄﾞﾛﾌﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 三共 利尿血圧降圧剤 0003中止 9702ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO SANKYO 252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ
ﾙ形)

黄 無 ﾉｽｶｰﾙ錠100 ﾄﾛｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 100mg 三共 糖尿病治療剤(ｲﾝｽﾘﾝ抵
抗性改善剤)

0003中止 961206収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO SANKYO 253 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ
ﾙ形)

黄 無 ﾉｽｶｰﾙ錠200 ﾄﾛｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 200mg 三共 糖尿病治療剤(ｲﾝｽﾘﾝ抵
抗性改善剤)

0003中止 961206収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO SANKYO 257 裸錠 白 有 ﾙﾈﾄﾛﾝ錠1mg ﾌﾞﾒﾀﾆﾄﾞ 1mg 第一三共 利尿剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾈﾄﾛﾝ錠)
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SANKYO SANKYO 258:2 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg(ｻﾙﾌﾞﾀ
ﾓｰﾙとして)

三共 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(0702迄)，承継に
伴い(ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝへ)
0207ﾋｰﾄ会社ﾏｰｸ変更な
ど 9702ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO SANKYO 261 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠1mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

SANKYO SANKYO 262 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠2mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更

SANKYO SANKYO 263 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠4mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0204ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

SANKYO SANKYO 265 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙白 ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ80mg ﾌﾟﾗｳﾉﾄｰﾙ 80mg 第一三共 粘膜防御胃炎･胃潰瘍治
療剤<植物抽出･精製製
剤>

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ)

SANKYO SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐
帯)

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-R ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)，第一
三共と同じになった 第一
三共のものとﾋｰﾄ異なる

SANKYO SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐
帯)

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-Rｶﾌﾟｾﾙ18.75mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

1010製造販売元変更(前:
第一三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏ
ｲﾔｰｽﾞ中止

SANKYO SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

SANKYO SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ・ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)第一三
共と同じﾋｰﾄへ変更 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

SANKYO SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

SANKYO SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ・ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)第一三
共と同じﾋｰﾄへ変更 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

SANKYO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 脳循環･代謝改善剤 9903中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 25 SANKYO 308 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵﾀﾐﾝ錠25 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして)

第一三共 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 0903中止 0704社名変更
(統合に伴い，前:三共)

SANKYO SANKYO 311 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(大原薬品工業へ)

SANKYO SANKYO 312 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
25)

SANKYO SANKYO 313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

0803中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
SANKYO SANKYO 320 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
50)
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SANKYO SANKYO 321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

0803中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
SANKYO SANKYO 322 μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤紫/暗赤

紫
ｺﾊﾞﾒﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 第一三共 末梢性神経障害治療剤 1003中止

SANKYO SANKYO 328 裸錠 白 無 ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠20mg ｼﾞｸﾛﾛ酢酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ｱﾐﾝ

20mg 第一三共 肝機能改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠)

SANKYO SANKYO 330：5 裸錠 淡黄白 無 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠5mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 5mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO SANKYO 331：10 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠10mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 10mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO SANKYO 332：20 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 20mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO SANKYO 338 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
100mg)

SANKYO SANKYO 339 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
250mg)

SANKYO SANKYO 345 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝSE錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ治療剤 9903中止
SANKYO SANKYO 405 裸錠 白 無 ﾛｲｺﾝ錠10mg ｱﾃﾞﾆﾝ 10mg 第一三共 白血球減尐症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に

伴い(大原薬品工業へ)

SANKYO SANKYO 607 糖衣錠 暗赤褐 無 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ錠50 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 50mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ

SANKYO SANKYO 609 糖衣錠 暗赤褐 無 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ錠250 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ

SANKYO SANKYO 624 腟錠（裸錠） 白 無 ｸﾛﾏｲ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾏｲ腟錠)

SANKYO SANKYO 640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾄﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 三共 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9803中止
SANKYO SANKYO 641 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾄﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 三共 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9803中止
SANKYO SANKYO 676 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞﾅﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 第一三共・ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲ

ﾝ
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾅﾝ錠)

SANKYO SANKYO 807:2 裸錠 白 有 ﾒﾃﾊﾞﾆｰﾙ錠2mg ｵｷｼﾒﾃﾊﾞﾉｰﾙ 2mg 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ-第一
三共

鎮咳剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)他 060609収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾒﾃﾊﾞﾆｰﾙ錠) 麻薬

SANKYO SANKYO:815 裸錠 白～帯黄白 無 ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠20mg｢第
一三共｣

ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 20mg 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ-第一
三共

ｺﾃﾞｲﾝ系製剤 0811販売名変更(前:ｺﾃﾞｲ
ﾝﾘﾝ酸塩錠) 0704社名変
更 販売名変更(旧品名(ﾘ
ﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠｢三共｣)) 麻

SANKYO SANKYO:815 裸錠 白～帯黄白 無 ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠｢三共｣ ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 20mg 三共 ｺﾃﾞｲﾝ系製剤 旧品名(新:ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩
錠) 0608商品名変更(前:ﾘ
ﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠) 麻薬

SANLE SYT032 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝﾚﾊﾞｰ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 三恵薬品 鎮痙剤 0401中止
SANNAX YD 860 SYT031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｻﾝﾅｯｸｽ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 三恵薬品・中北薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾝﾅｯｸｽ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加 陽進堂の
ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠25mgと本体

SANPELL SYT023 糖衣錠 橙赤 無 ｻﾝﾍﾟﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 三恵薬品･中北薬品 冠循環改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾝﾍﾟﾙ錠)

SANQ SYT017 裸錠 淡黄 無 ｻﾝｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 三恵薬品 代謝性強心剤 0809中止
SAO SAO 2.5:2.5 SAO2.5 2.5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｻﾝ

ﾄﾞ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
ｻﾝﾄﾞ 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
091113収載
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SAO SAO 5:5 SAO5 5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｻﾝﾄﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

SAR 裸錠 白 無 ｻﾘﾄﾞﾝ錠 日本ﾛｼｭ 解熱鎮痛剤 0104供給停止 9704ﾋｰﾄ
変更(SAR削除)，商品名

SAR Th 511 Th511 SAR:SAR 裸錠 白 有 ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 9808中止 920710収載
SARIDON Saridon 裸錠 白 有 ｻﾘﾄﾞﾝ錠 日本ﾛｼｭ-藤沢薬品工業 解熱鎮痛剤 0104供給停止 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SAT ZE 21 ZE21 SAT:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾝﾄ錠 ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 全星薬品工業-全星薬品 鎮痛･抗炎症剤 旧品名(080620ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ

酸錠200mg｢ZE｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

SATO 腟錠(楕円形) 白 有 ﾘﾉﾝ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 1mg 佐藤製薬 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤(腟炎等) 0001中止 920710収載
SATOCBT CBT100 sato 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠100mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ

ﾙとして)
佐藤製薬 広域駆虫剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠)
SAUL UL SA 裸錠 白 有 ｳﾙｸﾓｰﾙ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 三亜製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 93中止 900713収載
SAW 50 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠50 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
SAW 125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0612中止 0504社名変更

(合併)
SAW 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)
SAW 250 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504社名変更(合併)

SAY SAY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡橙 ｻﾔｷﾈﾝ25 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9203中止
SAYMOTINS Tw:S Saymotin S 25U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｻｲﾓﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 東和薬品 循環器用剤 010907収載(商品名，規

格表示の変更 前:ｻｲﾓﾁﾝ
SB SB 2 SB222SV2 裸錠 白 無 ｱﾌｪﾅｰﾄ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 9603中止 9208ﾋｰﾄ変更
SB SB 3:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｵﾙｶﾞﾎﾞﾘﾝ錠2 ｴﾁﾙﾅﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9303中止
SB SB 4 SB:SB222SV4 裸錠 白 無 ｱﾌｪﾅｰﾄ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 進化製薬 気管支拡張剤 9204中止
SB SB11 SB11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾄﾘﾙ錠1mg 塩酸ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ 1mg 中外製薬 5-HT3受容体拮抗型制

吐剤
旧ｺｰﾄﾞ，形状(0407頃迄)
0210製造販売元変更
9709ﾋｰﾄ裏変更(KYT削
除)，表裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

SB SB22 SB22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾄﾘﾙ錠2mg 塩酸ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ 2mg 中外製薬 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ，形状（0310迄）
0210製造販売元変更
980619収載 ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SB SB 23 SB23:SB23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 10mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

旧ｺｰﾄﾞ(0208まで) 0104社
名変更 001117収載

SB SB 24 SB24:SB24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠20mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 20mg(ﾊﾟﾛｷｾ
ﾁﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

旧ﾋｰﾄ(0209迄) 001117収
載，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

SB SB 30 AD-30 裸錠 白 無 ｱﾃﾞﾛｷｼﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9511まで)
SB SB:890 SB890:0.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠0.25mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 0.25mg(ﾛﾋﾟﾆ

ﾛｰﾙとして)
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動

薬
旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(0806頃
迄) 061201収載

SB SB:890 SB890:0.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠0.25mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 0.25mg(ﾛﾋﾟﾆ
ﾛｰﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(0806頃
迄) 061201収載

SB SB:892 SB892:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄緑 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠1mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 1mg(ﾛﾋﾟﾆﾛｰ
ﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(0805迄)
061201収載

SB SB:4890 SB4890:0.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(五角
形)

白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠0.25mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 0.25mg(ﾛﾋﾟﾆ
ﾛｰﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

0806頃ｺｰﾄﾞ，剤型変更

SB SB:4892 SB4892:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(五角
形)

淡黄緑 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠1mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 1mg(ﾛﾋﾟﾆﾛｰ
ﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

0805ｺｰﾄﾞ，剤型変更

SB SB:4893 SB4893:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(五角
形)

淡紅白 無 ﾚｷｯﾌﾟ錠2mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 2mg(ﾛﾋﾟﾆﾛｰ
ﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体系作動
薬

061201収載 本体に五角
形の凸部分有

SBF SBF 裸錠 白 有 ｼｵﾊﾞﾛﾌｪﾝ錠 ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗痙縮剤 9304中止 900713収載
SBLTAB 耳:SBL Tab 糖衣錠 白 無 ｿﾌﾞﾗﾘﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 寿製薬 抗めまい剤 旧ﾋｰﾄ
SBN S 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1011中止
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SBN S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9804
ﾋｰﾄ変更 960705収載

SBS SBS 424 SBS424 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 0104製
造元変更 9708ﾋｰﾄ裏変
更(200TAG削除)

SBS SBS 474 SBS474 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504頃迄) 0104
製造元変更 9710ﾋｰﾄ裏
変更(400TAG削除)

SBS SBS 681 SBS681 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾞｰﾗ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ RA寛解導入剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾄﾞｰﾗ錠)

SBSREL REL REL:SBS REL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾚﾘﾌｪﾝ錠 ﾅﾌﾞﾒﾄﾝ 400mg 藤沢薬品工業-ｽﾐｽｸﾗｲﾝ
ﾋﾞｰﾁｬﾑ製薬

消炎鎮痛剤 9709中止 900525収載

SBSV SB 2 SB222SV2 裸錠 白 無 ｱﾌｪﾅｰﾄ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 9603中止 9208ﾋｰﾄ変更
SBSV SB 4 SB:SB222SV4 裸錠 白 無 ｱﾌｪﾅｰﾄ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 進化製薬 気管支拡張剤 9204中止
SBT CH8 裸錠 白 有 ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠)
SC SC(六角形の中に記載) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｳｪｰﾙﾅﾗ配合錠 ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ，ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞ

ｽﾄﾚﾙ
1mg，0.04mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ･ﾌﾟﾛｹﾞｽ

ﾁﾝ配合 閉経後骨粗鬆症
治療剤

081212収載

SC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾍﾟｻﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬 精神分裂病･うつ病･消化
性潰瘍治療剤

9409中止 9404ﾋｰﾄ変更

SC C-11A 2 C-11A・2：2 裸錠 白 有 ｿﾅｺﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0303ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ追加等 0012ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC2削

SC C-11A 3 C-11A・3：3 裸錠 黄緑 有 ｿﾅｺﾝ錠3 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0303ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ記載等 0009ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC3削

SC C-11A 5 C-11A・5：5 裸錠 黄 有 ｿﾅｺﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 中外製薬 抗不安剤 0803中止 0210ﾋｰﾄ変更，
表ｺｰﾄﾞ記載等 0103ﾋｰﾄ
変更(SP→PTP)，SC5削

SC Sc 101 BUT-100 SANKEN 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾚﾆﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 三和化学研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
SC Sc 101 BUT100:Sc101 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾚﾆﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 三和化学研究所 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0107中止 9704ﾋｰﾄ変更
SC REL Sc102 REL400:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾚﾘﾌｪﾝ錠400mg ﾅﾌﾞﾒﾄﾝ 400mg 三和化学研究所 持続性抗炎症･鎮痛剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾘﾌｪﾝ錠)
SC Sc 103 Sc103 10mg  BET10：

10mg
裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠10mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 10mg 三和化学研究所 精神神経用剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠)，
0602本体ｺｰﾄﾞ記載
0306SP→PTPへ，10mg
追加 9706変更(Sc103追

SC Sc 104 Sc104  25mg BET25：
25mg

裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠25mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 25mg 三和化学研究所 精神神経用剤 0304SP→PTP 9707変更
(Sc104追加)

SC Sc 105 Sc105 50mg BET50：
50mg

裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝ錠50mg ﾍﾟﾓﾘﾝ 50mg 三和化学研究所 精神神経用剤 0306SP→PTP 9802ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

SC Sc 107 Sc107 LET60:60mg 裸錠 極薄紅 有 ﾚﾄﾗｯｸ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 三和化学研究所 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 980710収載

SC Sc 113 Sc113 COC200 裸錠 白 有 ｺｶｰﾙ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 三和化学研究所 解熱鎮痛剤 040709収載
SC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製

薬
H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

SC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ H2受容体拮抗剤 0808中止 0806製造販売
元変更(前:日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬) 0302ｺｰﾄﾞ変更

SC Sc 204 Sc204 CAR25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｸﾘﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 0207記号Sc204ﾋｰﾄ裏→
表 010907収載(規格表示
変更)

SC Sc 206 Sc206 PRC-T125：125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠125mg ﾆｾﾘﾄﾛｰﾙ 125mg 三和化学研究所 脂質代謝･末梢循環改善
剤

0207ﾋｰﾄ変更(Sc206裏か
ら表へ)
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SC Sc 207 Sc207 PRC-T250：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠250mg ﾆｾﾘﾄﾛｰﾙ 250mg 三和化学研究所 脂質代謝･末梢循環改善
剤

0303ﾋｰﾄ変更（Sc207裏
から表へ） 9605ﾋｰﾄ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

SC Sc 209 Sc209 CAR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾙﾅｸﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 010907収載(商品名，規
格表示変更 前:ｶﾙﾅｸﾘﾝ
錠50IU)

SC Sc210 Sc210 Sc210 CAR-CAP25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｶﾙﾅｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 三和化学研究所 循環障害改善剤 0305ﾋｰﾄ変更 010907収
載(規格表示変更)

SC Sc 211 BEN10 裸錠 淡橙 有 ﾍﾞﾝｿﾞｷｼﾝ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 血圧降下剤 0003中止
SC Sc 212 Sc212 NIR-L10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾚｰﾅL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤､高血

圧･狭心症治療剤
03頃ﾋｰﾄ変更（Sc212裏
から表） 9605ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SC Sc 213 Sc213 NIR-L20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾚｰﾅL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤､高血
圧･狭心症治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更（Sc213裏
から表） 9607ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SC Sc 215 Sc215 ALX25:25mg 裸錠 淡橙 有 ｱﾚｷｻﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 三和化学研究所 K維持性利尿降圧剤 1005中止
SC Sc 217 FRI R 裸錠 白 有 ﾌﾘｸﾀﾝR錠 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ､ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 三和化学研究所 血圧降下剤 9108中止
SC Sc 219 LIC100:Sc219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｶﾌﾞﾚｲﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 三和化学研究所 微小循環改善剤 9906中止
SC Sc 220 Sc220 CHL-L50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸﾛｷﾅﾝL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 三和化学研究所 徐放性前立腺肥大症治

療剤
0312ﾋｰﾄ変更 980710収
載

SC Sc 221 Sc221 NIR10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾆﾚｰﾅ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 高血圧･狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更
（Sc221裏から表へ）

SC Sc 223 DIA 60：60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)
010907収載(商品名変更
前:ﾀﾞｲｱｰﾄ錠)

SC Sc 223 Sc223：60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

SC Sc 224 DIA30:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠30mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 30mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0104
本体(楕円形へ)，割線(無
→有)，ﾋｰﾄ(Sc224削除)
変更

SC Sc 224 Sc224:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲｱｰﾄ錠30mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 30mg 三和化学研究所 持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

SC Sc 225 Sc225 PRO200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｸﾞｯﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 三和化学研究所 頻尿治療剤 0606品名変更(前:ﾌﾟﾛｸﾞｯﾄ
錠)

SC Sc 227 Sc227 CHL25:25mg 裸錠 微黄 無 ｸﾛｷﾅﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 三和化学研究所 前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0810商品名変更(前:ｸﾛｷ
ﾅﾝ錠)

SC Sc 231:10 Sc231 10mg:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg｢
SKK｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 三和化学研究所-ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

SC Sc 232:20 Sc232 20mg:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg｢
SKK｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 三和化学研究所-ｴﾙﾒｯﾄﾞ
ｴｰｻﾞｲ

尿失禁･頻尿治療剤 070706収載

SC Sc 235 Sc235 DAN200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾞﾝｽｰﾙ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 三和化学研究所 H2受容体拮抗剤 0207ﾋｰﾄ裏記号(Sc235)
表へ 9605ﾋｰﾄ商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SC Sc 237 Sc237 DMX250：250mg 裸錠(十字割
線)

白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠250mg ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 三和化学研究所 炭酸脱水酵素抑制剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠)
0409製造元変更(前：ﾜｲ

SC Sc 240 MAD 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾏﾃﾞｿｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 三和化学研究所 脳循環代謝改善剤 9504中止 900713収載
SC Sc 253 VAS-RB2.5 Sc253 錠剤 白～帯黄白 有 ﾊﾞｿﾚｰﾀｰRB2.5 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 2.5mg 三和化学研究所 持続型心疾患用口腔内

貼付剤
0603中止 0508SP変更
(表品名記載等) ﾊﾞｯｶﾙ錠

SC Sc257 Sc257 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾀﾞﾝｽｰﾙ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 三和化学研究所 H2受容体拮抗剤 0911発売

SC Sc271 ASO10：10mg 裸錠 黄 有 ｱｿｻﾞｰﾄ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 高血圧治療剤 0811中止
SC Sc 275 Sc275 TAB40：40mg 裸錠 白 有 ﾀﾋﾞﾛﾝ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 三和化学研究所 利尿降圧剤 1005中止
SC NOV:Sc276 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾉﾋﾞｽﾀｶﾌﾟｾﾙ 三和化学研究所 排尿障害改善剤 9707中止 9608ﾋｰﾄ変更
SC Sc277 BRA5：5mg 裸錠 橙 有 ﾌﾞﾗﾝﾁﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 三和化学研究所 昇圧剤 0603中止 0409ﾋｰﾄSP→

PTP
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SC Sc 278 Sc278 PRE5 ：5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5ｍｇ｢三和｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三和化学研究所 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0512商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三研｣)に伴い，
0602本体ｺｰﾄﾞ記載
0305SP→PTP 9706ﾋｰﾄ
変更

SC Sc281 Sc281 SER10:Sc281 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所 経口B型慢性肝炎治療剤 9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 940826収載

SC Sc281 10 Sc281:Sc281 SRC-10
10

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所-山之内
製薬

経口B型慢性肝炎治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9704ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940826収載

SC Sc281 Sc281 10mg:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所-ｱｽﾃﾗｽ
製薬

経口B型慢性肝炎治療剤 0504社名変更(合併)

SC Sc 285 Sc285 5mg ELL5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｴﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤 0312ﾋｰﾄ変更 980710収
SC Sc 290 Sc290 10mg ELL10：

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 三和化学研究所 持続性Ca拮抗剤 03頃ﾋｰﾄ変更（Sc290裏

から表，裏商品名記載）
980710収載

SC Sc 291 Sc291 PIL-25:25mg 錠剤(楕円形) 淡橙 有 ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩錠
25mg｢三和｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 三和化学研究所 不整脈治療剤 070706収載

SC Sc 292 Sc292 PIL-50:50mg 錠剤(楕円形) 白 有 ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩錠
50mg｢三和｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 三和化学研究所 不整脈治療剤 070706収載

SC Sc301 JA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾞｵｴｰｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 9409中止
SC Sc 302 JEO5 糖衣錠 橙赤 無 ｾﾞｵｴｰｽ錠 ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 5mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 9612中止
SC Sc 303 Sc303 JA15:15mg 糖衣錠 白 無 ｾﾞｵｴｰｽ錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
SC Sc 305 Sc305 ECO80:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｺﾗﾝ錠80mg L-ｼｽﾃｲﾝ 80mg 三和化学研究所 L-ｼｽﾃｲﾝ製剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｺﾗﾝ錠) 03頃
ﾋｰﾄ変更（Sc305裏から
表，裏商品名記載） 9610
ﾋｰﾄ変更

SC Sc 310 Sc310 PAR100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾗｸﾛｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 三和化学研究所 抗血小板剤 0512商品名変更(前:ﾊﾟﾗｸ
ﾛｼﾞﾝ錠) 03頃ﾋｰﾄ変更
（Sc310裏から表，裏商品
名記載） 950707収載

SC Sc 315 Sc315 DAM1.25:1.25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞﾑｾﾞｰﾙ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 三和化学研究所 経口血糖降下剤 0308ﾋｰﾄ変更 990709収
SC Sc 317 Sc317 DAM2.5:2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾀﾞﾑｾﾞｰﾙ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 三和化学研究所 経口血糖降下剤 03頃ﾋｰﾄ変更（Sc317裏

から表，裏商品名記載）
990315承認

SC Sc 319 Sc319 NEL250:250mg 裸錠 白 有 ﾈﾙﾋﾞｽ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 三和化学研究所 経口糖尿病用剤 旧本体(0508迄) 020705
収載

SC Sc 319：Sc 319 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾈﾙﾋﾞｽ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 三和化学研究所 経口糖尿病用剤 0508本体変更(ｺｰﾄﾞ刻印
2ヵ所に，ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ)

SC Sｃ 321:0.5 Sc321 錠剤(楕円形) 濃紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠0.5mg｢三和｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 三和化学研究所 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

SC Sc 322:1 Sc322 錠剤(楕円形) 微紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢三和｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 三和化学研究所 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

SC Sc 323:3 Sc323 錠剤 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢三和｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 三和化学研究所 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

SC ATP20 Sc370：ATP 20mg 糖衣錠 赤 無 ATP錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 三和化学研究所 内服用ATP製剤 0611中止 0212SP→PTP
9708ｺｰﾄﾞ追加(Sc370)

SC 裸錠 白 有 ｴﾄﾅｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄)，SP→
PTPへ 9705変更(Sc371

SC Sc 371 Sc371 90mg ETO90：
90mg

裸錠 白 有 ｴﾄﾅｰｾﾞ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 三和化学研究所 消炎酵素剤 0903中止 0512商品名変
更(前:ｴﾄﾅｰｾﾞ錠)，本体
ｺｰﾄﾞ記載 0306SP→
PTP， 9705変更(Sc371

SC Sc 395:25 Sc395 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄 有 ｾｲﾌﾞﾙ錠25mg ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ 25mg 三和化学研究所 糖尿病食後過血糖改善
剤

051209収載
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SC Sc 396:50 Sc396 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｾｲﾌﾞﾙ錠50mg ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ 50mg 三和化学研究所 糖尿病食後過血糖改善
剤

051209収載

SC Sc 397:75 Sc397 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｾｲﾌﾞﾙ錠75mg ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ 75mg 三和化学研究所 糖尿病食後過血糖改善
剤

051209収載

SC Sc470 HOM10：10mg 裸錠 白 有 ﾎﾏﾀﾞﾓﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 三和化学研究所 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0811中止
SC Sc 511 Sc511 250mg:250mg 裸錠 白 無 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠

250mg｢三和｣
沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 三和化学研究所 高ﾘﾝ血症治療剤 090515収載

SC Sc 512 Sc512 500mg:500mg 裸錠 白 無 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠
500mg｢三和｣

沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 三和化学研究所 高ﾘﾝ血症治療剤 090515収載

SC Sc651 REE 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｰﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 三和化学研究所 抗菌性化学療法剤 9611中止
SC Sc 670 Sc670 GRI125:125mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝSG錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 三和化学研究所 抗真菌性抗生物質 0812中止 0509本体ｺｰﾄﾞ

刻印
SCA SC123-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽｺﾋﾟﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0010中止 980710収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SCHERING CR 腟錠 白 無 ｱﾃﾞｽﾀﾝG100 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 抗真菌剤 0703頃中止 0303ﾋｰﾄ商

品名記載（ｶﾀｶﾅ），前：
AdestanG100 SCHERING

SCHERING CT 腟錠 白 無 ｱﾃﾞｽﾀﾝ腟錠300mg 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞｽﾀﾝG300)

SCHERING A A：SCHERING 糖衣錠 白 無 ﾄﾞｵﾙﾄﾝ錠 ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽﾄ
ﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.05mg

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口黄体･卵胞混合ﾎﾙﾓ
ﾝ剤

0711中止 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ) 0301
ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ記載，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SCHERING SCHERING 糖衣錠 赤褐色 無 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠21 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.05mg，
0.03mg

日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 経口避妊剤 旧ｺｰﾄﾞ 0607商品名変更
(前:ﾄﾘｷｭﾗｰ21)

SCHERING SCHERING 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠21 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.075mg，
0.04mg

日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 経口避妊剤 旧ｺｰﾄﾞ 0607商品名変更
(前:ﾄﾘｷｭﾗｰ21)

SCHERING SCHERING 糖衣錠 淡黄褐 無 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠21 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.125mg，
0.03mg

日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 経口避妊剤 旧ｺｰﾄﾞ 0607商品名変更
(前:ﾄﾘｷｭﾗｰ21)

SCHERING SCHERING 糖衣錠 赤褐 無 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.05mg，
0.03mg

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口避妊剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0607商品名変
更(前:ﾄﾘｷｭﾗｰ28)

SCHERING SCHERING 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.075mg，
0.04mg

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口避妊剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0607商品名変
更(前:ﾄﾘｷｭﾗｰ28)

SCHERING SCHERING 糖衣錠 淡黄褐 無 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.125mg，
0.03mg

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口避妊剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0607商品名変
更(前:ﾄﾘｷｭﾗｰ28)

SCHERING SCHERING 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口避妊剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0607商品名変
更(前:ﾄﾘｷｭﾗｰ28) ﾌﾟﾗｾ
ﾎﾞ，ﾌﾟﾗｾﾎﾞはやや大きめ

SCHERING BV:AC SCHERING 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾝﾄﾞﾛｸｰﾙ錠 酢酸ｼﾌﾟﾛﾃﾛﾝ 50mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 抗男性ﾎﾙﾓﾝ剤 0005中止 9602変更
SCHERING CF:EV1.0 SCHERING 裸錠 白 有 ｴﾊﾞﾐｰﾙ錠1.0 ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9601ﾋｰﾄ

変更 900824収載
SCHERING EN:EN 0.025 SCHERING 裸錠 白～微黄白 無 ｵｲﾅｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾘｽﾘﾄﾞ 0.025mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 脳神経伝達機能調整剤 9909中止 9601ﾋｰﾄ変更

8811ﾋｰﾄ変更
SCHERING Biloptin SCHERING 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ﾋﾞﾛﾌﾟﾁﾝ ｲｵﾎﾟﾀﾞｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 経口胆嚢･胆管造影剤 9903中止
SCHERING CY:PMB5 SCHERING 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾓﾎﾞﾗﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾃﾉﾛﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 経口蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 0707社名変更(前:日本ｼ

ｴｰﾘﾝｸﾞ) 0204ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9601ﾋｰﾄ

SCHERING AN:PR-N SCHERING 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾓﾙﾄN ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9601ﾋｰﾄ
変更

SCL SCL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

SCO SCO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽｺﾛｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 寿製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 900713収載
SCO SCO:KI-1242 糖衣錠 白 無 ｽｺﾙﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾒｸﾄ 鎮痙剤 9806中止
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SCOPO YD047 糖衣錠 白 無 C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮痙剤 旧品名(100528ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟ
ﾗﾐﾝ臭化物錠10mg｢YD｣
に変更) 日医工とﾋｰﾄ異

SCP SC123-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽｺﾋﾟﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0010中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SD f:10 SD:TKS303 裸錠 白 無 ｼｰﾃﾞﾘﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 帝国化学産業-杏林製薬 乳癌治療剤 9903中止 900713収載
SD Tw.SD Tw.SD 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾃﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｽﾌﾟ

ﾃﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ)
SD CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｺﾊﾟﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
精神安定剤 9302本体ｺｰﾄﾞ化 920710

収載
SD 糖衣錠 白 無 ｽﾒﾄﾞﾘﾝ錠 ｴﾄﾐﾄﾞﾘﾝ 3mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 0006中止 9710ﾋｰﾄ裏変
SD 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠5 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1103中止
SD 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠10 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1203中止
SD SD101：250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾒﾌｪﾅﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢昭

和｣
ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 昭和薬品化工-小林薬品

工業
解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌｪﾅﾑｻﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

SD SD 112 SD112：200mg 裸錠 白 有 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 昭和薬品化工 非ﾋﾟﾘﾝ系解熱･鎮痛剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ｶﾛﾅｰﾙ 錠）

SD SD 113 SD113 裸錠 白 無 ｶﾛﾅｰﾙ錠300 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 300mg 昭和薬品化工 鎮痛・解熱剤 030704収載
SD SD118 裸錠 白 無 歯科用強力ｶﾛﾅｰﾙO錠 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 昭和薬品化工 歯科用鎮痛剤 9608中止
SD SD 120 SD120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｵｰﾙE錠50 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 昭和薬品化工 筋緊張･循環改善剤 9808中止 940708収載
SD SD142 SD 142 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽｶｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 昭和薬品化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9811中止 900713収載
SD SD 210 SD210 RESCINNA-0.5 裸錠 淡橙 有 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢昭和｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 昭和薬品化工 血圧降下剤 9306中止
SD SD212 DIUTEREN-30 裸錠 類黄 無 ｼﾞｳﾃﾚﾝ｢昭和｣30mg錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 昭和薬品化工 降圧利尿剤 9103中止
SD SD 213 裸錠 類黄 有 ｷｻﾄﾛﾝ錠 ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 昭和薬品化工 末梢血管拡張剤 9301中止
SD SD215 JAXONIN10 裸錠 白 有 ｼﾞｬｸｿﾆﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 昭和薬品化工 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9104中止

SD SD 217 SD217:SD 217 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｻﾞﾉｰﾙ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 昭和薬品化工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9904中止 9605進化製薬
から承継

SD SD 231 SD231 AZULENE-2 裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾚﾝ錠｢昭和｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 昭和薬品化工 炎症性胃疾患治療剤 9110中止
SD SD240 PROTE-10 裸錠 類白 有 ﾌﾟﾛﾃﾉﾛﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 昭和薬品化工 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 9308中止
SD SD 307 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長楕

円形)
淡黄透明 ﾘﾎﾟﾈｽ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 昭和薬品化工 EPA製剤 9907中止 980710収載

ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
SD SD312 VITAMIN K1-5 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠｢昭和｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 昭和薬品化工 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9110中止
SD SD 403 SD 403 裸錠 白 有 ﾊｲﾃﾚﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 昭和薬品化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9907中止 980710収載

ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ
SD SW 601 SW-601 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾀﾞﾛﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 沢井製薬 頻尿治療剤 0612商品名変更(前:ｻﾜﾀﾞ

ﾛﾝ)
SD SD610 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾕﾅｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工 抗生物質製剤 9810中止 97ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SD SD 614 糖衣錠 橙 無 ｼﾞｮｻﾚｯﾄ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 昭和薬品化工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0606頃中止
SDF SDF1.25 1.25mg：1.25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
1.25mg) 0301ﾋｰﾄ変更
9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

SDF Th 194 Th194 SDF100:SDF100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 970711
収載

SDF Th 195 Th195 SDF200:SDF200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 970711
収載

SDS S 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘｰﾅ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 第一製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄）
SE SE 裸錠 白 有 ｶﾘﾄﾞﾛｰﾙ-10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 三共ｴｰﾙ薬品 高血圧･不整脈･狭心症

治療剤
9812中止 ｶﾘﾄﾞﾛｰﾙ-20と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

SE SE 裸錠 白 有 ｶﾘﾄﾞﾛｰﾙ-20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 三共ｴｰﾙ薬品 高血圧･不整脈･狭心症
治療剤

9812中止 ｶﾘﾄﾞﾛｰﾙ-10と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

SE O.S-SE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝｴｯｸ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 微小循環改善剤 9504中止
SE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｸﾄﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 長生堂製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9407中止 920710収載

SE Tu-SE 05 Tu SE-05 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾌｧﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 辰巳化学 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
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SE Tu-SE 05 Tu SE-05 5:Tu SE-05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾌｧﾐﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 辰巳化学 脳循環･代謝改善剤 0806商品名変更(前:ｾﾙ
ﾌｧﾐﾝN錠)

SE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢CH｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(091113ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄ
ｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄ
080704収載

SE 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで)

SE SE 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｳﾃﾒﾅｰﾙ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｴｰﾙ薬品-大原薬品工業 切迫流･早産治療剤 0712商品名変更(前:ｳﾃﾒ
ﾅｰﾙ錠) 071201製造販売
会社社名変更(前:三共
ｴｰﾙ薬品)

SEARLE 裸錠 白 無 ｴﾃﾞｭﾚﾝ 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

経口黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) ﾋｰﾄ裏
に曜日記載

SEARLE SEARLE 裸錠 淡青 無 ｼﾝﾌｪｰｽﾞT28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

ﾌｧﾙﾏｼｱ-ﾂﾑﾗ 経口避妊剤(1～7日，17
～21日分)

旧本体（0209本体刻印追
加） 990902販売 990616
承認 薬価未収載

SEARLE SEARLE 裸錠 白 無 ｼﾝﾌｪｰｽﾞT28 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾌｧﾙﾏｼｱ-ﾂﾑﾗ 経口避妊剤(8～16日分) 旧本体(0209本体刻印追
加) 990902販売 990616
承認 薬価未収載

SEARLE SEARLE 裸錠 橙 無 ｼﾝﾌｪｰｽﾞT28錠 (ﾌﾟﾗｾﾎﾞ) ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 経口避妊剤(22～28日 ﾌﾟ
ﾗｾﾎﾞ)

1004販売会社変更(前:ﾂ
ﾑﾗ) 薬価基準未収載

SEARLE 裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾏﾐﾝ ｼﾞﾒﾝﾋﾄﾞﾘﾅｰﾄ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

SEARLE SEARLE：BX 裸錠 淡青 無 ﾉﾘﾆｰﾙT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

科研製薬 経口避妊剤(1～7日，17
～21日分)

1007中止 0806商品名変
更(前:ﾉﾘﾆｰﾙT28) 0309本
体ｺｰﾄﾞBX追加

SEARLE SEARLE：BX 裸錠 白～微黄白 無 ﾉﾘﾆｰﾙT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

科研製薬 経口避妊剤(8～16日分) 1007中止 0806商品名変
更(前:ﾉﾘﾆｰﾙT28) 0309本
体ｺｰﾄﾞBX追加

SEARLE SEARLE 裸錠 橙 無 ﾉﾘﾆｰﾙT28錠 (ﾌﾟﾗｾﾎﾞ) 科研製薬 経口避妊剤(22～28日分
ﾌﾟﾗｾﾎﾞ)

1007中止 0806商品名変
更(前:ﾉﾘﾆｰﾙT28)

SEARLE 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体
裏変更(SEARLE削除)

SEARLE 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体
裏変更(SEARLE削除)

SEARLE 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

SEARLE 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 9705中止 9509社名変更

SEARLE 裸錠 白 無 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

SEARLE 裸錠 白 有 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

SEARLE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

SEARLE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

SEARLE SEARLE 101 裸錠 白 無 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠)

SEARLE SEARLE 102:50 裸錠 白 有 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤 社名変更（統合に伴い）

9804本体，ﾋｰﾄ変更 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SEARLE SEARLE:110 SEARLE 110 裸錠 白 無 ｻｲﾄﾃｯｸ錠100 ﾐｿﾌﾟﾛｽﾄｰﾙ 100μ g ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 抗NSAID潰瘍剤
SEARLE SEARLE 111 SEARLE 111 裸錠 (形状:六

角形)
白 有 ｻｲﾄﾃｯｸ錠200 ﾐｿﾌﾟﾛｽﾄｰﾙ 200μ g ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 抗NSAID潰瘍剤
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SEARLE SEARLE:211 SEARLE 211 裸錠 白 無 ｴﾃﾞｭﾚﾝ 酢酸ｴﾁﾉｼﾞｵｰﾙ､ｴﾁﾆ
ﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，0.05mg ﾌｧｲｻﾞｰ 経口黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 0711中止 0304社名変更
（統合に伴い） 曜日記載

SEARLE SEARLE 216 SEARLE 216 裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾏﾐﾝ ｼﾞﾒﾝﾋﾄﾞﾘﾅｰﾄ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(0710迄)，承継に
伴い(陽進堂へ) 0304社
名変更（統合に伴い）

SEARLE SEARLE 507 50mg SEARLE 507 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗不整脈剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽ50mg)

SEARLE SEARLE 508 100mg SEARLE 508 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗不整脈剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽ

SEARLE SEARLE 509:CR SEARLE 509:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾍﾟｰｽCR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 徐放性不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉﾙﾍﾟｰｽCR錠)

SEARLE SEARLE:511 SEARLE 511 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ β 遮断剤 9906中止 9804本体，ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

SEARLE SEARLE 606 SEARLE 606 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾊﾟﾙﾋﾟｰﾄ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 佐藤薬品工業-日本ﾓﾝｻ
ﾝﾄ

高血圧･狭心症治療剤 9905中止 9511変更(販社
変更) ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

SEARLE SEARLE 608 SEARLE 608 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾊﾟﾙﾋﾟｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 佐藤薬品工業-日本ﾓﾝｻ
ﾝﾄ

高血圧･狭心症治療剤 9806中止 9511記号変更
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SEARLE SEARLE 706 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄 ﾁｺｶﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 原沢製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0605中止 0304販売社名
変更（統合に伴い）

SEARLE SEARLE 707 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾁｺｶﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 原沢製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0605中止 0304販売社名
変更（統合に伴い）

SEARLEBX SEARLE：BX 裸錠 淡青 無 ｼﾝﾌｪｰｽﾞT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 経口避妊剤(1～7日，17
～21日分)

1004販売会社変更(前:ﾂ
ﾑﾗ) 薬価基準未収載

SEARLEBX SEARLE：BX 裸錠 白 無 ｼﾝﾌｪｰｽﾞT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

ﾌｧｲｻﾞｰ-科研製薬 経口避妊剤(8～16日分) 1004販売会社変更(前:ﾂ
ﾑﾗ) 薬価基準未収載

SEARLEBX SEARLE：BX 裸錠 淡青 無 ﾉﾘﾆｰﾙT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

科研製薬 経口避妊剤(1～7日，17
～21日分)

1007中止 0806商品名変
更(前:ﾉﾘﾆｰﾙT28) 0309本
体ｺｰﾄﾞBX追加

SEARLEBX SEARLE：BX 裸錠 白～微黄白 無 ﾉﾘﾆｰﾙT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，
0.035mg

科研製薬 経口避妊剤(8～16日分) 1007中止 0806商品名変
更(前:ﾉﾘﾆｰﾙT28) 0309本
体ｺｰﾄﾞBX追加

SEC Ys-SEC 裸錠 白 無 ｾｸﾛｽﾃﾛﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｽﾃﾛﾝ 5mg 三全製薬-山之内製薬 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 90中止
SED ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10)
0208ｺｰﾄﾞ変更

SED DS 047:20 DS047 SED:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 060707収載
SED ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10 ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 旧ｺｰﾄﾞ(0208迄) 960906

収載 PTPｼｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

SED ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠5mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾃﾞｨｰﾙ錠5)
0201ﾋｰﾄ変更

SED SW-392:SW-SED5 糖衣錠 淡青緑 無 ｾﾃﾞﾊﾟﾑ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 89中止
SED ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10)
0208ｺｰﾄﾞ変更

SEDDS DS 047:20 DS047 SED:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 060707収載
SEF Ys-SEF-0.625 糖衣錠 褐 無 ｾﾌｧｯｸ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 三全製薬-富士製薬工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9310中止
SEF Ys-SEF-1.25 糖衣錠 黄 無 ｾﾌｧｯｸ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 三全製薬-富士製薬工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9310中止
SEK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9705
ﾋｰﾄ裏変更

SEK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9707
ﾋｰﾄ裏変更

SEKL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微帯黄
白

有 ｾﾛｹﾝL錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg 藤沢薬品工業 徐放性高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 920417
収載
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SEL SEL 2.5:Kw 2.5:Kw SEL 2.5 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ｱ
ﾒﾙ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg 共和薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 060707収載

SEN KI SN SEN-10:KI-2188 糖衣錠 白 無 ｾﾉﾝ糖衣錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾒｸﾄ 代謝性強心剤 9806中止
SER CG 112 SER0.1:CG 112 SER0.1 裸錠 白 無 ｾﾙﾊﾟｼﾙ錠0.1mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 血圧降下剤 9507中止
SER CG 113 SER0.25:CG 113 SER0.25 裸錠 白 有 ｾﾙﾊﾟｼﾙ錠0.25mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ 血圧降下剤 9509中止
SER 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
SER 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
SER 裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
SER 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
SER Sc281 Sc281 SER10:Sc281 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所 経口B型慢性肝炎治療剤 9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 940826収載
SEROCRYP
TIN

SERONO Serocryptin
2.5mg Bromocriptine

裸錠 白 有 ｾﾛｸﾘﾌﾟﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｾﾛｰﾉｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0103中止

SERONO SERONO Serocryptin
2.5mg Bromocriptine

裸錠 白 有 ｾﾛｸﾘﾌﾟﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｾﾛｰﾉｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0103中止

SERONO S 50 SRP50 裸錠 白 有 ｾﾛﾌｪﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ 排卵誘発剤
SEROQUEL SEROQUEL 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄赤 無 ｾﾛｸｴﾙ25mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 25mg(ｸｴﾁｱ

ﾋﾟﾝとして)
ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 旧ﾋｰﾄ(0607迄) 0510製造

元社名変更 0504社名変
更(合併)

SEROQUEL SEROQUEL 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄赤 無 ｾﾛｸｴﾙ25mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 25mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 1103ﾋｰﾄ若干変更

SEROQUEL SEROQUEL 100 100㎎ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄 無 ｾﾛｸｴﾙ100mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 100mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤

SEROQUEL SEROQUEL 200 200mg:SEROQUEL200
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｸｴﾙ200mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 091113収載

SES RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾｽｼﾞｳﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痙･鎮痛剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｽｼﾞｳﾑ錠)

SES RJ 124-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽｼﾞｳﾑｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日本ﾍｷｻﾙ 鎮痙･鎮痛剤 0402中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SES 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾁﾛﾝS錠 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痛剤 91中止
SESY SE-SY 糖衣錠 暗赤褐 無 ｾﾈﾊﾞｸｰﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

生晃栄養薬品・ｶｲｹﾞﾝ 植物性緩下剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾈﾊﾞｸｰﾙ)

SEVENE･P KC-313 KC-313 KC-313:KC-313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌﾞﾝｲｰ･P配合ｶﾌﾟｾﾙ 科研製薬 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌﾞﾝｲｰ･Pｶﾌﾟ
ｾﾙ)

SEZAMIN 耳:SEZAMIN 糖衣錠 赤 無 ｾｻﾞﾐﾝ錠 ｸﾗﾃｸﾗｽｴｷｽ 30mg 丸石製薬 強心剤 9205中止
SF 裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀSF錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾗﾝﾀ-SF錠)
SF SF:CD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡黄褐～黄
褐

無 ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠500 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ薬 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

SF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾐﾀｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 長生堂製薬 消炎鎮痛剤 9312中止
SF 裸錠 黄 有 ｼﾝﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 日清製薬 高脂質血症改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9508中止
SF SF 101 裸錠 淡紫 無 ｱｽﾞﾉﾚﾝ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 新扶桑製薬 炎症性消化器疾患用剤 8903中止
SF SF 102 SF-102 裸錠 白 無 ｶﾞｽﾃｰﾙ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 新扶桑製薬 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 旧ｺｰﾄﾞ(9812まで)
SF SF-106 糖衣錠 黄赤 無 ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100｢SF｣ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 新扶桑製薬 抗痙縮剤 8904中止
SF SF 107 SF-107 裸錠 白 無 ﾆｺﾓｰﾙ錠｢SF｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 新扶桑製薬 脂質代謝･末梢血行改善

剤
97中止

SF SF 250 SF 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～黄褐 無 ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠250 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 101119収載
SF BRISTOL 231 SF250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
SF BRISTOL 232 SF500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｻﾏｾﾌｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 500mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9710中止
SFC SFC 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃

炎･胃潰瘍治療剤
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0207
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載
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SFC SFC 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾙﾆﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

SFCD SF:CD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄褐～黄
褐

無 ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠500 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ薬 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

SFNEN SF:CD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄褐～黄
褐

無 ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠500 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ薬 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

SFT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(青ﾊﾞﾝ
ﾄﾞｼｰﾙ)

ｾﾌﾃﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 100mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9906ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 921127収

SFT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白(青ﾊﾞ
ﾝﾄﾞｼｰﾙ)

ｾﾌﾃﾑｶﾌﾟｾﾙ200mg ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 200mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9902ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 921127収

SG Tu-SG 010 Tu SG-010 裸錠 白～微黄白 無 ｿｼｹﾞｰﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 辰巳化学・日本ｹﾐﾌｧ，ﾒﾙ
ｸ製薬，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

乳癌治療剤 0809日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
0803日本ｹﾐﾌｧ中止 0712
ﾒﾙｸ製薬中止 0708辰巳
化学中止

SG SG 50 SG50 50mg:SG50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢DK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SG TKS 150 TKS150 50mg:50mg 裸錠 白 無 ｼｰｸﾞﾙ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 精神･情動安定剤，消化
性潰瘍治療剤

0501中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

SG SG 100 SG100 100mg:SG100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢DK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大興製薬-ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SG TKS 33 SG100:TKS33 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｰｸﾞﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 精神･情動安定剤 0307中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

SGT SG-01T 5錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ葛根湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9912商品名記載
SGT SG-05T 3錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ安中散料ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 0008分包商品名記載
SGT SG-07T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ八味地黄丸料ｴｷ

ｽT錠
常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9905商品名記載

SGT SG-08T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ大柴胡湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 0001商品名記載
SGT SG-09T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ小柴胡湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9907商品名記載
SGT SG-15T 5錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ黄連解毒湯ｴｷｽT 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9908商品名記載
SGT SG-16T 4錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ半夏厚朴湯ｴｷｽT 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9905商品名記載
SGT SG-19T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ小青竜湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9910商品名記載
SGT SG-23T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ当帰芍薬散料ｴｷ

ｽT錠
常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9904商品名記載

SGT SG-75T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ四君子湯ｴｷｽ錠 高砂薬業-大杉製薬 漢方製剤
SGT SG-84T 2錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ大黄甘草湯ｴｷｽT 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9905商品名記載
SGT SG-95T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ五虎湯ｴｷｽ錠 高砂薬業-大杉製薬 漢方製剤
SH S H SH(茶) 裸錠 橙黄 有 ｱｲｶｽS錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg 昭和薬品化工 高脂質血症治療剤 9510中止
SH S H SH(青) 裸錠 橙黄 有 ｱｲｶｽ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 昭和薬品化工 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9809中止 9712ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SH SH(緑) 糖衣錠 緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠ｼｮｰﾜ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 昭和薬品化工 不整脈治療剤 9704中止
SH S H SH(茶) 裸錠 白 有 ｴｸﾀｽ ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 昭和薬品化工 鎮暈剤 9808中止 9709ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SH S H SH(緑) 裸錠 白 有 ｴｸﾘｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 昭和薬品化工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9211中止
SH SH(緑) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｷﾈｵｰﾙS錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 昭和薬品化工 抗痙縮剤 9306中止
SH SH(赤) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｷﾈｵｰﾙ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 昭和薬品化工 抗痙縮剤 9306中止
SH SH SH(青) 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝS錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 昭和薬品化工 脳血流促進剤 9301中止
SH SH(赤) 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 昭和薬品化工 消化性潰瘍，精神･情動

安定剤
9210中止

SH CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾐﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 長生堂製薬 消炎鎮痛剤 9810中止
SH SH SH(緑) 裸錠 白 有 ﾆｺﾓｰﾙ錠ｼｮｰﾜ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 昭和薬品化工 脂質代謝･末梢血行改善

剤
9211中止

SH SH(緑) 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾈｵﾊﾟｲｱｰﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 昭和薬品化工 狭心症･不整脈治療剤 9301中止
SH SH SH(赤) 裸錠 橙黄 有 ﾈｵﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 昭和薬品化工 対血管薬剤 9301中止

SH SH(赤) 糖衣錠 赤 無 ﾉｲﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 昭和薬品化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9211中止
SH SH(茶) 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/淡黄 ﾋﾒｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 昭和薬品化工 利胆･鎮痙剤 9105中止
SH SH(茶) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠ｼｮｰﾜ250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 昭和薬品化工 血圧降下剤 9709中止
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SH SH(緑) 糖衣錠 黄 無 ﾚｼﾄﾛﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 昭和薬品化工 降圧剤 9301中止
SH SH(茶) 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｼｮｰﾜ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 昭和薬品化工 消炎酵素剤 9708中止
SH SH 011 SH(赤) 裸錠 橙 有 ﾏｽﾁｯﾄ ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 昭和薬品化工 降圧利尿剤 9211中止
SH SH 50 SH50 50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢ｼｮｰﾜ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 昭和薬品化工 高尿酸血症治療剤 101119収載
SH SH 50 SH50 50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢三和｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-三和化学研究

所
5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SH SH 100 SH100 100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢三和｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-三和化学研究
所

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SH SH101 裸錠 白 有 ｴｸﾘｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 昭和薬品化工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ
SH S H SH105(赤) 裸錠 白 有 ｲﾌﾗｻｰﾙ錠 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 昭和薬品化工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9810中止
SH SH207(茶) 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠ｼｮｰﾜ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 昭和薬品化工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9808中止
SH SH255(青) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 昭和薬品化工 冠血管拡張･抗血小板剤 9810中止
SH SH 257 SH257 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
白 無 ｻｰｸﾘﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 昭和薬品化工 循環障害治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｻｰｸﾘﾝS錠)
SH SH 258 SH258 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾊﾞｽ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 昭和薬品化工 抗狭心症･脳循環改善剤 9104中止
SH SH 259 SH259(青) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾊﾞｽS錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 昭和薬品化工 抗狭心症･脳循環改善剤 9810中止
SH SH 261 SH261(赤) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙｱﾄﾞ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 昭和薬品化工 脳循環代謝改善剤 9709中止
SH S H 100mg SH301 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｼｮｰ

ﾜ｣
ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 昭和薬品化工 高尿酸血症治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ
錠)，ﾋｰﾄ表記号(100mg)

SH SH 303 SH 303 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｼｮｰﾜ｣30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 昭和薬品化工 消炎酵素剤 0301中止 9711ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SH SH 305 SH 305 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｼｮｰﾜ｣90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 昭和薬品化工 消炎酵素剤 0312中止 9711ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SH SH351(茶) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶褐 無 ﾌﾟﾛﾏｰﾙ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 昭和薬品化工 肝疾患治療剤 9810中止
SH SH354(赤) ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｱｲｶｽF錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
15mg 昭和薬品化工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9809中止 9709ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SHE SHE:FY204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｪﾋﾞｵｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 富士薬品 高脂血症治療剤 9806中止 920710収載
SHIN SYT018 裸錠 淡黄 無 ｼﾝﾃﾚﾝ錠｢三恵｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 三恵薬品 降圧利尿剤 0110中止
SHIN SYT033 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50｢三恵｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 三恵薬品 脳血流促進剤 9904中止
SHIONO SN 1 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0312中止 010706収載
SHIONO SN 2 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0108中止 010706収載
SHIONO AZ 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
SHIONO AZ 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
SHIONO TPD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾌﾟﾅｰﾄﾞ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9910中止 960705収載 本

体記号ﾖｼｵｰﾙと同じ
SHIONO AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾙｰﾌｧ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止(00以前) 960705収
SHIONO AP10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱﾌﾟｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 不整脈治療剤 99中止 970711収載
SHIONO AP20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱﾌﾟｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 不整脈治療剤 99中止 970711収載
SHIONO APC 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾌﾟﾛｶﾃﾝ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 9912中止 960705収載
SHIONO 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤透明 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，ﾏ

ｲﾗﾝ製薬，辰巳化学
Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0704販売
会社社名変更(前:科薬)

SHIONO 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤透明 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，ﾏ
ｲﾗﾝ製薬，辰巳化学

Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0704販売
会社社名変更(前:科薬)

SHIONO SI 裸錠 白 無 ｱﾙﾃﾙﾎﾞ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 中止(00以前) 960705収
SHIONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁﾄﾞﾗｰﾙ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定剤 0108中止 950707収載
SHIONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁﾄﾞﾗｰﾙ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定剤 中止 950707収載
SHIONO CUE S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾋﾟｶﾙｽS配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾋﾟｶﾙｽS錠)
SHIONO CUE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟｶﾙｽ配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・岩城製薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾋﾟｶﾙｽ錠)
SHIONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｶﾌﾟﾘｯｸ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0107中止 900713収載
SHIONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｶﾌﾟﾘｯｸ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0107中止 900713収載
SHIONO K 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾘﾝﾀﾞﾛﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 循環障害改善剤 9901中止 010907収載(規

格表示変更) 940708収載
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SHIONO SF:CD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄褐～黄
褐

無 ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠500 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ薬 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

SHIONO SLT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾞﾙﾂｸﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

900713収載

SHIONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9906中止 920710収載

SHIONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9906中止 920710収載

SHIONO 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ｼｵﾌﾟﾘｶｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止(00以前) 940708収
載

SHIONO 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ｼｵﾌﾟﾘｶｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止(00以前) 940708収
載

SHIONO CH8 裸錠 白 有 ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠)

SHIONO L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

SHIONO L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

SHIONO SMS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｵﾒｲｽﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

99中止 960705収載

SHIONO SNF 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾝﾉﾙﾌ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 広範囲経口抗菌剤 0003中止 960705収載
SHIONO SNF 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾝﾉﾙﾌ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 広範囲経口抗菌剤 0703中止 960705収載
SHIONO LS μ g 裸錠 白 無 ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ

ﾄとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･東和薬品，日
本ｹﾐﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SHIONO 徐放錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｾﾗﾓﾝﾃ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 虚血性心疾患治療剤 9912中止 940708収載

SHIONO 徐放錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｾﾗﾓﾝﾃ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 虚血性心疾患治療剤 9912中止 940708収載

SHIONO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄﾍﾊﾟﾝ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 組織呼吸賦活剤 9912中止 920710収載
SHIONO TLT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾁﾙﾄﾘｱ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0407中止 960705収載
SHIONO TLT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡橙 無 ﾁﾙﾄﾘｱ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0407中止 960705収載
SHIONO 裸錠 白～帯黄白 有 ﾃﾞｽﾘﾎﾟｰｾﾞ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0203頃中止 900713収載
SHIONO TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾚﾍﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載 本

体同記号，同成分他4品
目有

SHIONO 裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨﾙｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･大洋薬品工業 自律神経調整剤 0912大洋薬品工業中止
940708収載

SHIONO RDS L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

SHIONO PTD L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更

SHIONO RDS L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

SHIONO PTD L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更

SHIONO NZT NZT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0207中止 020705収載
SHIONO C 裸錠 淡橙 無 ﾆﾄｷﾞｽ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆﾄｷﾞｽ錠
SHIONO FG 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日

本薬品工業
H2受容体拮抗剤 030704収載

SHIONO FN h 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0309ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000707収載

SHIONO FN f 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0305ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000707収載

SHIONO Tu-BA 001 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾄﾗｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 睡眠導入剤 辰巳のﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠
1mg(ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ)と本体

SHIONO BS μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞｽﾄﾙﾅｰ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載
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SHIONO T Z 裸錠 白 有 ﾍﾙｾﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 筋緊張緩和剤 0212中止 960705収載
SHIONO 裸錠(楕円形) 白 有 ﾏｰｸﾞﾚｲﾄﾞ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口血糖降下剤 920710収載
SHIONO B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾃﾞﾅｰﾙL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

SHIONO 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
SN｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-大洋薬品工業 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

SHIONO MLI 裸錠 白 無 ﾒﾙｶｲｯｸ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神神経安定剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙｶｲｯｸ錠)
970711収載

SHIONO 糖衣錠 白 無 ﾓﾃﾞﾚｰﾀﾑ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 筋緊張性疾患治療剤 9912中止 920710収載
SHIONO SZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0111中止 010706収載

SHIONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 止瀉剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞｶﾌﾟｾ

SHIONO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 止瀉剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞｶﾌﾟｾ

SHIONO RL 1 裸錠 白 無 ﾛﾝﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬，興
和ﾃﾊﾞ

持続性心身安定剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

SHIONO RL 2 裸錠 薄橙 有 ﾛﾝﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬，興
和ﾃﾊﾞ

持続性心身安定剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

SHIONO C 裸錠 淡橙 無 小児用ｲｽｷｱ ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱･鎮痛剤 0011中止 960705収載
SHIONO β 裸錠 白 無 ｲｽｷｱ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，

150mg
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｽｷｱ錠
SHIONO 裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠)
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

SHIONOBST BS μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞｽﾄﾙﾅｰ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

SHIONOCE
H

CEH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
SN｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1003日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品
中止 070706収載

SHIONOCEL CEL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
SN｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1003日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品
中止 070706収載

SHIONOENP 239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

SHIONOENP 331 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

SHIONOGI SHIONOGI 791 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝP錠 ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 50mg 塩野義製薬 抗悪性腫瘍剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 920710収
載

SHIONOGI SHIONOGI 832 糖衣錠 白 無 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ錠 ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 50mg 塩野義製薬 抗悪性腫瘍剤 9210中止
SHIONOLZ LZ 30 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD錠30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日
本薬品工業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

SHIONOＬＺ LZ 15 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD錠15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日
本薬品工業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

SHIONONZT NZT NZT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0207中止 020705収載
SHIONOVL VL 2 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ｹﾐ

ﾌｧ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ 糖尿病食後過血糖改善

剤
070706収載

SHIONOVL VL 3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

SHIONOZFP LS μ g 裸錠 白 無 ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･東和薬品，日
本ｹﾐﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SHK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤

04頃中止
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SHK SHK50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 全星薬品工業-全星薬品 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

旧品名(0806ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩
酸塩錠50mg｢ZE」に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

SHU OH 271 Y-SHU2 2mg:OH-271
2mg

裸錠 白 有 ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大原薬品工業-田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

低血圧治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠)
大原薬品とﾋｰﾄ異なる

SI SI 裸錠 白 無 ｱﾙﾃﾙﾎﾞ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 中止(00以前) 960705収
SI C-1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｺﾊﾟﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
精神安定剤 9304本体ｺｰﾄﾞ化 920710

収載
SI Tu SI-0.75 裸錠 白 有 ｽｲﾛﾘﾝ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 辰巳化学 精神病治療剤 96中止
SI Tu-SI 1.5 Tu SI-1.5 裸錠 白 有 ｽｲﾛﾘﾝ錠｢1.5｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 辰巳化学 精神病治療剤 0908中止
SIB 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 990709収

SIB TYK241 SIB5:5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更
02ﾋｰﾄ変更

SIG Tw.SIG Tw.SIG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｼｸﾞﾏﾋﾞﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ 東和薬品 神経･筋機能賦活剤 900713収載
SIG C-21F C-21F・2.5：2.5 裸錠 白 無 ｼｸﾞﾏｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 中外製薬 狭心症治療剤 0211ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追

加等 9707ﾋｰﾄ記号
(SIG2.5)削除，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

SIG C-21F 5 C-21F・5:5 裸錠 白 有 ｼｸﾞﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 中外製薬 狭心症治療剤 0210ﾋｰﾄ変更，表ｺｰﾄﾞ追
加等 9705ﾋｰﾄ記号(SIG5)
削除，裏商品名記載(ｶﾀｶ

SIIS SI IS 裸錠 白 有 ｲｿﾓﾆｯﾄ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｻﾝﾄﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 0807中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ裏記

SIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 第一三共ｴｽﾌｧ 高脂血症治療剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

SIS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ
化 951124収載

SIS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ
化 951124収載

SJ CH7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵﾁﾄｼﾞﾝ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

長生堂製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9501中止 940708収載

SJ SJ 3 SJ3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｽﾄﾚｽ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 幸和製薬 気道潤滑去痰剤 96中止 9604社名変更
9507変更

SJ SJ 5 SJ5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾍﾏﾄﾆｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 幸和製薬 脳循環代謝改善剤 96中止 9604社名変更
9508変更

SJ SJ 12 SJ12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｸﾞﾅﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 幸和製薬 虚血性心疾患･脳血管障
害治療剤

96中止 9604社名変更
9507変更

SJ SJ 25 SJ25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾟﾄﾘｼﾝ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 幸和製薬 頻尿治療剤 9608中止 9604社名変更
9507変更

SJ SJ 35 SJ35 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾝﾄﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業-科研製薬 抗血小板剤 9807中止 9611製造承継
(幸和製薬から) 9604社
名変更

SK SK 裸錠 白～帯黄白 無 ｽｹﾙﾗｯｸｽ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 骨粗鬆症治療剤 0205中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SK Tw SK Tw.SK 裸錠 白 有 ｾｷﾅﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 東和薬品 閉塞性気道疾患用剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｷﾅﾘﾝ錠)

SK SK-01 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾆﾌｪｼﾞﾅｰﾙSｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 清光薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 9501中止
SK CH6 裸錠(六角形) 黄 有 ｽｸﾘﾉｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 長生堂製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0701中止
SK ZE 11 Y-SK100 100:Y-SK100

ZE11
裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ

ﾄﾞ､吉富薬品
肝･胆･消化機能改善剤 0201中止 960611販売

SKC ZE 11 ZE11 SKC:100mg 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業･高田製薬 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

SKD SKD 811 SKD 811 裸錠 白 有 ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ錠100mg｢三晃｣ ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ 100mg 協和医療開発-ﾒﾙｸﾎｴｲ 強心･喘息治療剤 0208中止　02販売変更
(旧:模範薬品研究所)
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SKJ KTB S1 25mg KTB S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 寿製薬 狭心症･不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)

SKJ KTB-S2  KTB-S2 50mg KTB S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ｽｶｼﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 寿製薬 狭心症･不整脈治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶｼﾞﾛｰﾙ50ｶ
ﾌﾟｾﾙ)

SKR SKR 裸錠 白 有 ｼｵｶﾚｯｸｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 脳機能･代謝改善剤 9806中止 舌下錠
SKR SK 裸錠 白～帯黄白 無 ｽｹﾙﾗｯｸｽ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 骨粗鬆症治療剤 0205中止 970711収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SL SL 糖衣錠 黄 無 ｻﾃﾗｲﾄ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ｲｾｲ 微小循環改善剤 9904中止
SL SW 920 SW-920 20:20mg 裸錠 白 無 ｻﾜﾄﾞｰﾙL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 沢井製薬 虚血性心疾患治療剤<持

効錠>
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾄﾞｰﾙL錠)

SL SL 糖衣錠 桃 無 ｼﾛﾏｰﾄ 塩酸ｸﾛﾌﾞﾁﾉｰﾙ 40mg 森下ﾙｾﾙ 鎮咳剤 9303中止
SL 裸錠 黄～橙黄 有 ｿﾗﾈｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
強心剤 00ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 9304ﾋｰﾄ変更
SL EISAI SL001 1mg:SL001 EISAI 1 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
SL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(99まで) 9511ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
持続性高血圧･狭心症治
療剤

0307ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ変更，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

SL EISAI SL002 2mg:SL002 EISAI 2 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠2mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9210ﾋｰﾄ変更

SL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9511
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性高血圧･狭心症治
療剤

0704中止 03ﾋｰﾄ変更

SL SL SL2.5:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾗｯｸ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 岩城製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで)，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
900713収載

SL SL SL2.5 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾗｯｸ錠2.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 岩城製薬 緩下剤 060７0７収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾗｯｸ錠)
0001ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

SL SL 裸錠 薄桃 無 ｾﾘｰｽ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ACE阻害剤

SL SL5 SL5 裸錠 薄桃 有 ｾﾘｰｽ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ACE阻害剤

SL SL 7.5 SL7.5 7.5mg:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾝﾗｯｸ錠7.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 7.5mg 岩城製薬 緩下剤 04頃ﾋｰﾄ裏変更，IW削除
980710収載

SL 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9604社
名変更

SL 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0908中止

SL SL 10 SL10 10 裸錠 薄桃 有 ｾﾘｰｽ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

101119収載

SL 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9908中止 9604社名変更

SL 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾚｽﾄﾝｺｰﾜ ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 興和新薬 消炎･中枢性筋弛緩剤 8908中止
SL SL 25 SL25 213 裸錠 淡黄褐 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠SV25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 進化製薬 降圧利尿剤 9603中止
SL Tu-SL 200 Tu SL-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾘﾒﾝ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 辰巳化学 鎮痛･抗炎症剤 0911辰巳化学中止 0810

ｻﾝﾄﾞ中止
SL S 219 SL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｻｲﾅﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 帝三製薬 心機能亢進調整剤 0112中止
SLAMA 500mg：500mg 耳

表:SLAMA
裸錠 黄～黄褐 有 ｽﾗﾏ錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 潰瘍性大腸炎治療剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
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SLB SLB 裸錠 白 無 ｿﾙｲﾙﾋﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 東洋新薬 気道粘液溶解剤 中止 9305大洋から承継
SLCE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9306まで) ｾﾚｶﾙ

錠20と本体ｺｰﾄﾞ同じ
SLCE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(99まで) 9511ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SLCE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) ｾﾚｶﾙ

錠10と本体ｺｰﾄﾞ同じ
SLCE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SLD SLD-100 裸錠 黄 有 ｽﾘﾀﾞﾆｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 900713収

載
SLF CG 503 SLF:CG 503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯緑白 無 ｽﾛｰﾌｨｰ 乾燥硫酸鉄 160mg(鉄とし

て50mg)
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性鉄剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄) 9711ﾋｰﾄ

裏変更(SLF削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9407色変

SLK CG 504 SLK:CG 504 糖衣錠 白 無 ｽﾛｰｹｰ 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg(ｶﾘｳﾑ
として8mEq)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 徐放性ｶﾘｳﾑ剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏変更(SLK削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SLM 徐放錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｾﾗﾓﾝﾃ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 虚血性心疾患治療剤 9912中止 940708収載

SLOBID Slo-bid 100mg UPJOHN Slo-bid 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売
社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
SLOBID Slo-bid 100mg Slo-bid 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100)
SLOBID Slo-bid 200mg UPJOHN Slo-bid 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売

社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
SLOBID Slo-bid 200mg Slo-bid 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200)
SLP 248 SLP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 抗潰瘍･精神情動安定剤 9010中止 大洋のｽﾌﾟﾛﾁﾝ

錠(ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ)とｺｰﾄﾞ同じ
SLP 248 SLP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) ｴﾑｴﾌ

のｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ錠(ｽﾙﾋﾟﾘ
ﾄﾞ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

SLT 裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾝ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気管支拡張剤 9003中止
SLT T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ

変更 94本体刻印
SLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 1002ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除

0504社名変更(合併)
SLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 0907ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除

0504社名変更(合併)
SLT SLT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾞﾙﾂｸﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
900713収載

SLT SLT 500 SLT 500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾞﾙﾂｸﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9512中止
SLV YT X1 YT-X1:YT-X1 SLV30 裸錠 白～微黄白 有 ｾﾙﾍﾞｰﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東亜薬品-山之内製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 000707収

載
SLX SW SW-663:SW-SLX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｻﾜﾚｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9409中止
SM S SM:IW 裸錠 白 無 ｼﾒﾁｺﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 50mg 岩城製薬 胃腸内ｶﾞｽ除去剤 03頃中止 9303変更
SM CH5 徐放錠 白 無 ｽﾚﾝﾄﾞﾐﾝ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 長生堂製薬 虚血性心疾患治療剤 98中止 900713収載
SM Tu SM･001  Tu SM･001 Tu SM･001 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾙｼﾞﾒﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ｻﾙｼﾞ

ﾒﾝｶﾌﾟｾﾙ)
SM S･M50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾐﾄﾞﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 寿製薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(03頃迄)
SM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐/淡褐 ｽﾄﾐﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 大日本住友製薬 消化酵素剤 0809中止 05販売中止回

避
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SM SW 905 SW-905 2.5：2.5mg 裸錠 白 有 ｽﾙﾁﾐﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 沢井製薬 緩下剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙﾁﾐﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏
記号(SW-SM)削除

SMM 裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 富山化学工業 止血剤 9604中止

SMM 裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 富山化学工業 止血剤 旧ｺｰﾄﾞ（0310迄）

SMN SMN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾐﾉｼﾝ錠 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9512中止
SMS SMS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｵﾒｲｽﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
99中止 960705収載

SMT SMT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾏﾀｰｾﾞ ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 竹島製薬-日本ｶﾞﾚﾝ 消炎酵素剤 0504本ﾋｰﾄ品中止(TP-
151はあり) 9705ﾋｰﾄ変更

SMT Tw SMT Tw.SMT 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾀﾝ 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 東和薬品 自律神経用剤 0511中止 0211本体ｺｰﾄﾞ
SMTT 裸錠 淡黄白 有 ｽﾚﾏｰﾄ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 全星薬品工業 膵･胆道系鎮痙剤 0512中止 9901ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
SN Tw SN Tw.SN 30mg：30mg 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 東和薬品 抗Ca性循環増強剤 040709収載，品名変更に

伴う（前：ｾﾚｽﾅｯﾄ錠）
SN SN 0.5 裸錠 白 有 ｼﾉﾐﾝ錠(0.5g) ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ 500mg 塩野義製薬 ｻﾙﾌｧ剤 9003中止
SN SN 1 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0312中止 010706収載
SN SN 2 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0108中止 010706収載
SN 2 KL160:2 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠2mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠2)
SN 3 KL160 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 3mg ｻﾝﾄﾞ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠3)
SN 5 KL160:5 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠5mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠5)
SN O.S SN O.S-SN:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｽﾅｰﾎﾞ錠10 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳血管障害改善剤 9804中止 920710収載
SN SN 11 SN-11 裸錠 極薄紅 有 ﾌﾞﾃﾛﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝﾗｲﾌ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0106承継(ﾒﾄﾞｳｪﾙ大正よ

り)，ｻﾝﾗｲﾌ製造販売実績
なし 990709収載

SN NS 510 NS510 10：10mg 裸錠（口腔内
崩壊）

白 無 ｶﾞｽﾘｯｸD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日新製薬・沢井製薬，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 05頃沢井製薬販売開始
040709収載

SN Tw SN:60 Tw.SN60：60mg 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 東和薬品 抗Ca性循環増強剤 中止 950707収載
SN Tu SN-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｻﾉﾃﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗てんかん剤，躁病･躁

状態治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾉﾃﾝ錠)

SN NS 508 NS508 2：2mg 裸錠 淡橙 有 ｶｽﾞﾏﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日新製薬・日本ｹﾐﾌｧ，第
一三共ｴｽﾌｧ

血圧降下剤 040709収載

SN KI SN SEN-10:KI-2188 糖衣錠 白 無 ｾﾉﾝ糖衣錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾒｸﾄ 代謝性強心剤 9806中止
SNA SNA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾆｱｰｾﾞ配合錠 ｲｾｲ 複合消化酵素製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾆｱｰｾﾞ)
SNF SNF 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾝﾉﾙﾌ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 広範囲経口抗菌剤 0003中止 960705収載
SNF SNF 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾝﾉﾙﾌ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 広範囲経口抗菌剤 0703中止 960705収載
SNL SNL 裸錠 白(淡灰又は

淡黄の斑点)
無 ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 東洋新薬 虚血性心疾患治療剤 中止 920710収載

SNP IC-602 SNP IC-602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/淡黄透
明

ｻﾆｱｰｾﾞPｶﾌﾟｾﾙ ｲｾｲ 複合消化酵素製剤 900713収載

SNPR SN-PR  SN-PR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛｴｽﾀｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg(ﾘﾝ
酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和
物として)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ 前立腺癌治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｴｽﾀｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更(前：長生堂製薬)
ﾊﾞﾗのみ

SNS 214 糖衣錠 淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更

SNW SNW-101 糖衣錠 橙黄 無 ｸﾗｲｽﾘﾝS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 東京臓器化学 循環障害改善剤 9309中止
SO 糖衣錠 白 無 ｾｵﾉﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0712本体ｺｰﾄﾞ追加
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SO Tw:SO
30mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｿﾋﾟﾀﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 東和薬品 鎮痙四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩製剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｿﾋﾟﾀﾑ錠)

SO SO-109 耳:SO-109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾃﾞｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ､ｳﾗｼﾙ 100mg，
224mg

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 代謝拮抗剤 0110中止 980710収載

SOL SOL:25mg 糖衣錠 白 無 ｿﾙﾉﾐﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 全星薬品工業 抗めまい剤 0602中止 0210ﾋｰﾄ変更
SOL SOL:25mg 糖衣錠 白 無 ｿﾙﾉﾐﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 全星薬品工業 抗めまい剤 0602中止 0210ﾋｰﾄ変更
SOLUIRUBI t 426 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾙｲﾙﾋﾞﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
SOM ZE 09 Y-SOM10 10mg:ZE09 Y-

SOM10
裸錠 白 有 ｿﾙﾑﾌﾘﾝ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ

ﾄﾞ､吉富薬品
本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0203中止 990709収載

SOP Tw:SO
30mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｿﾋﾟﾀﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 東和薬品 鎮痙四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩製剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｿﾋﾟﾀﾑ錠)

SORELMON Sorelmon ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｿﾚﾙﾓﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ（0210頃迄）
SP TKS 104 SP:TKS104 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾙﾋﾟﾈｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
脳循環代謝改善剤 9506中止 900713収載

SP S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9511本体変更

SP S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 9804ﾋｰﾄ変更
9407収載

SP 糖衣錠 薄橙 無 ｾｵﾉﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0712本体ｺｰﾄﾞ追加

SP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

0102中止 9902ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

0102中止 9902ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SP KB SP 5 SP5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄｶﾌﾟｾﾙ5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ固
溶体

0011中止 9612ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SP M308 SP-10 糖衣錠 白 無 ｼｰｸｽﾐﾝP錠(10mg) ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9103中止
SP KB SP 10 SP10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ固

溶体
0011中止 9612ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SP Tw:SP 20 Tw.SP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾌﾟｾﾛﾝ錠20 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

920710収載

SP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ 20mg MSD 抗悪性腫瘍剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) 治験
中のものは本体ｺｰﾄﾞが
TEMODALではなく
TEMOZOLOMIDE

SP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

SP M310 SP-30 糖衣錠 白 無 ｼｰｸｽﾐﾝP錠(30mg) ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9103中止
SP Tu-SP 30 Tu SP-30 30:Tu SP-30 裸錠 白 有 ｽﾊﾟｸﾘｯﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0906中止 0706商品名変

更(前:ｽﾊﾟｸﾘｯﾄ錠)
SP Tw:SP 40 Tw.SP40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾌﾟｾﾛﾝ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
920710収載

SP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

SP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ 100mg MSD 抗悪性腫瘍剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) 治験
中のものは本体ｺｰﾄﾞが
TEMODALではなく
TEMOZOLOMIDE
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SP SP SP:SP114SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｽｹﾞｽﾄﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9603中止
SP ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg MSD 抗ｳｲﾙｽ剤(C型慢性肝炎

治療剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

SP 裸錠(楕円形) 白 有 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg MSD 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

SP 糖衣錠(楕円
形)

赤 無 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ復効錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0312中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SP 裸錠 白 有 ｸﾗﾘﾁﾝ錠10mg ﾛﾗﾀｼﾞﾝ 10mg MSD・塩野義製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

SP 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

SP SP FPF-426 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｬﾁｰﾙSPｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤本製薬 消化性潰瘍･精神分裂
病･うつ病治療剤

9005中止

SP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾛｷｻｼﾞﾝ 20mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9803中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
SP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
SP ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg MSD 抗ｳｲﾙｽ剤(C型慢性肝炎

治療剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

SP EZ10 裸錠(長円形) 白 有 ｾﾞﾁｰｱ錠10mg ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg MSD・ﾊﾞｲｴﾙ薬品 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰ
ﾀｰ阻害剤，高脂血症治
療剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)，ﾋｰﾄ裏記号変更

SP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無色透明/無
色透明

ｱﾛｸﾞﾘｾﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼﾞｱｿﾞｷｼﾄﾞ 25mg MSD 高ｲﾝｽﾘﾝ血性低血糖症
治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

SPA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾊﾟｽﾓﾘｰﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 大日本製薬 膵･胆道系鎮痙剤 9603中止
SPA SPA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｽﾊﾟﾃﾞﾚｰﾄ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾗｰﾄ 100mg 寿製薬 脳･末梢血流改善剤 9904中止
SPC TwSPC

50mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 抗潰瘍剤，精神神経用剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾀﾏｸﾘｯﾄｶﾌﾟｾ

SPC TwSPC Tw.SPC 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾀﾏｸﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 抗潰瘍剤，精神神経用剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢

SPD SPD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｽﾊﾟﾃﾞﾘｼﾞﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 寿製薬 脳血流促進剤 9904中止
SPD CG 125 SPD2.5:CG 125 SPD2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｷｯｾｲ薬

品工業
Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 950317

収載
SPD CG 126 SPD5:CG 126 SPD5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｷｯｾｲ薬

品工業
Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 950317

収載
SPF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠150mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質

製剤
0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

SPF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質
製剤

0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

SPI SPI 001 SPI001 裸錠 黄～橙黄 有 ﾒｽﾞｻﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 新日本薬品 代謝性強心剤 03中止 0006販売
SPI SPI 002 SPI002 裸錠 白～淡黄白 無 ﾒｽﾞｻﾄﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 新日本薬品 利尿剤 03中止
SPI SPI 003 SPI003 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｽﾞｻﾛｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 新日本薬品 心臓選択性β 遮断剤 03中止 0005販売
SPI SPI 004 SPI004 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾒｽﾞｻｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 新日本薬品 不整脈治療剤 03中止 0004販売
SPI SPI 005 SPI005 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾒｽﾞｻｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 新日本薬品 不整脈治療剤 03中止 0004販売
SPI SPI 006 SPI006 裸錠 白 無 ﾒｽﾞｻﾋﾞﾄﾞ錠5 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg 新日本薬品 血管拡張剤 03中止 0004販売
SPI SPI 007:200 SPI007 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾛｻｼﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0304製造発売変更（長生

堂製薬へ），旧本体，旧
ﾋｰﾄ 020705収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SPI SPI 012:10 SPI012 10mg:10mg 裸錠（長方形） 白 有 ﾘﾋﾃﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 新日本薬品 持続性ACE阻害剤 03中止 020705収載，ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SPILA YD 011 SYT019 裸錠 黄 無 ｽﾋﾟﾗｸﾄﾝ錠25mg｢三恵｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 三恵薬品 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

1007本体ｺｰﾄﾞ追加 ﾖｳﾗｸ
ﾄﾝ錠25と本体ｺｰﾄﾞ同じ
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SPL Tw SPL
25mg

裸錠 白 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 東和薬品 利尿降圧剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠
｢ﾄｰﾜ｣)

SPL Tw SPL50 Tw.SPL50 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠50｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 東和薬品 利尿降圧剤 9310中止
SPLA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SPLA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SPMM 糖衣錠 橙 無 ｽﾊﾟﾒﾄﾘﾝM錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 東亜薬品-山之内製薬 子宮収縮止血剤 9603中止 9102製造元(三
全->東亜)

SPN L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

SPN L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

SPR KB SP-R10 SP-R 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持
効性製剤

旧ｺｰﾄﾞ 9612ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SPR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9906中止 920710収載

SPR KB SP-R20 SP-R20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ Ca-ﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持
効性製剤

旧ｺｰﾄﾞ 9612ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SPR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9906中止 920710収載

SPR
SPR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 930827
収載

SPR
SPR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠150mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 0111中止 930827収載

SPR SW-224:SW-SPR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾌﾟﾛｰｾﾞ ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 沢井製薬 酵素製剤 88中止
SPR TJN 283:SPR 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 持続性気管支拡張剤･腹

圧性尿失禁治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠)

SPSV SP SP:SP114SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｽｹﾞｽﾄﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9603中止
SPT SW SPT:50 SW-SPT50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 沢井製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SPT SW SPT:100 SW-SPT100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 沢井製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SPTZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾚﾒﾛﾝ錠15mg ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ 15mg MSD ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ・ｾﾛﾄﾆﾝ作動
性抗うつ剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)
090904収載

SQ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾗﾀｰｾﾞ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ
ｾﾞ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

SQT SQT-5 裸錠 黄～橙黄 無 ｿﾗﾈｷﾉﾝ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 長生堂製薬 代謝性強心剤 8905中止
SQUIBB SQUIBB 糖衣錠 桃 無 ｱﾅﾃﾝｿﾞｰﾙ1.0mg錠 塩酸ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 1mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 精神神経用剤 9402中止
SQUIBB SQUIBB SQUIBB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄透明/黄透

明
ﾌﾟﾛﾈｽﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 不整脈治療剤 9105中止

SQUIBB SQUIBE 裸錠 白 有 ｹﾅｺﾙﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 三共 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9209中止
SQUIBB SQUIBB 339 SQUIBB 裸錠 白 無 ﾀﾞｲｱﾃﾞﾐﾙ錠 ﾋﾄﾞﾛﾌﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 利尿降圧剤 9105中止
SQUIBB SQUIBB 429 裸錠 白 有 ﾌﾛﾘﾈﾌ錠0.1mg 酢酸ﾌﾙﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 0.1mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 合成鉱質ｺﾙﾁｺｲﾄﾞ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾛﾘﾈﾌ錠)
0804色変更(前:淡紅)

SQUIBB SQUIBB 430 SQUIBB 裸錠 黄 有 ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝ内服錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗真菌性抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9205まで)
SQUIBB SQUIBB 430

100mg
裸錠 黄 有 ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝ内服錠100mg ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗真菌

性抗生物質製剤
0707中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｧﾝ
ｷﾞｿﾞﾝ内服錠) 0211ﾋｰﾄ表
SQUIBB， 100mg追加，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SQUIBB SQUIBB 580 糖衣錠 茶 無 ﾏｲｺｽﾀﾁﾝ錠 ﾅｲｽﾀﾁﾝ 50万単位 ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗真菌剤 9105中止
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SQV ROCHE:SQV 500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄黄赤～明
灰黄赤又は
薄赤み黄

無 ｲﾝﾋﾞﾗｰｾﾞ錠500mg ﾒｼﾙ酸ｻｷﾅﾋﾞﾙ 500mg(ｻｷﾅ
ﾋﾞﾙとして)

中外製薬 HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害剤 060904収載

SR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｸﾄﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 長生堂製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9407中止 920710収載

SR EISAI SR005 5mg:5mg EISAI SR005 裸錠 微褐帯白 無 ｽﾄﾛｶｲﾝ錠5mg ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 消化管粘膜局麻剤 0802ﾋｰﾄ表5mg追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾄﾛｶｲﾝ錠)

SR 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾘｺﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 9912中止 9709ﾋｰﾄ裏変
SR 糖衣錠 極薄紅 無 ｽﾙﾓﾝﾁｰﾙ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 塩野義製薬 抗うつ剤 0308本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
SR SR 10:JTP JTP-SR10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾛﾄｰﾝ錠10mg 塩酸ｱｻﾞｾﾄﾛﾝ 10mg 日本たばこ産業-鳥居薬 5-HT3ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ(制吐剤) 0903大鵬薬品工業中止
SR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更

(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)
SR 糖衣錠 紅 無 ｽﾙﾓﾝﾁｰﾙ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 塩野義製薬 抗うつ剤 05本体ｺｰﾄﾞ位置変更(両

面分割→片面一括印刷)
SR SW-040:SW-SR 糖衣錠 白 無 ｾﾙﾒｰﾄ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 沢井製薬 抗不安剤 9409中止
SR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更

(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)
SR Th 175 Th175 SR100:SR100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
SR CG 121 LOP SR:CG 121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
淡黄 有 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSR錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
徐放性降圧剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9801ﾋｰﾄ

裏変更(LOP SR削除)，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SR TKS 131 TKS131 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾘﾐｯｸ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 鎮暈剤 0712中止 0607販売会社
社名変更

SR HC180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg 北陸製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9610ﾋｰﾄ
裏変更

SR RY-11.B.150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ﾒﾅﾐﾝSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ･中外製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤
削除) 97ﾋｰﾄ変更
(MenSR150削除)

SR SR 160 SR160 1mg 裸錠 白 有 ﾗｸﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 白井松新薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9906まで) 9609
ﾋｰﾄ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SR Th 176 Th176 SR200:SR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
SR 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾘｺﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 9912中止 9709ﾋｰﾄ裏変
SR SR 215 SR215 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾗﾌﾞﾚﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 白井松新薬 心臓選択性β 遮断剤 9811中止 ﾋｰﾄ表裏商品

名記載
SR SR 222 SR222 15mg 裸錠 白 有 ﾀﾉﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 白井松新薬 気道潤滑去痰剤 9907中止 ﾋｰﾄ表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SR SR 250 SR250 25mg 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚﾆﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 白井松新薬 前立腺肥大症･癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9609

ﾋｰﾄ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SR SR:252 SR252 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ 50mg 白井松新薬 抗甲状腺剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9801
ﾋｰﾄ変更，商品名記載(ｶﾀ

SR SR307 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 白井松新薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9605
ﾋｰﾄ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SR SR308 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 白井松新薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9612
ﾋｰﾄ変更(製造元変更)

SRB SRB 10 SRB10 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｻﾝﾄﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

SRB SRB 20 SRB20 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｻﾝﾄﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

SRC 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ｼｵﾌﾟﾘｶｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止(00以前) 940708収
載

SRC 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ｼｵﾌﾟﾘｶｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止(00以前) 940708収
載
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SRC Sc281 10 Sc281:Sc281 SRC-10
10

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾛｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 10mg 三和化学研究所-山之内
製薬

経口B型慢性肝炎治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9704ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940826収載

SRN SRN-100 153 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄﾗﾏﾆｯｸ錠100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 94中止
SRP S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9511本体変更

SRP 1 SRP:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ｻﾝﾄﾞ 抗精神病剤 070706収載
SRP 2 SRP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ｻﾝﾄﾞ 抗精神病剤 070706収載
SRP 3 SRP SRP3 3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg ｻﾝﾄﾞ 抗精神病剤 080704収載
SRP Th801 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化性潰瘍治療剤 91中止
SRP S 50 SRP50 裸錠 白 有 ｾﾛﾌｪﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ 排卵誘発剤
SRT SRT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫/淡黄 ｻｰﾁﾛﾝ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 寿製薬 膵胆道･尿路系鎮痙剤 0610頃中止
SRT Th 174 Th174 SR50T:SR50T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神情動安定剤，胃･十

二指腸潰瘍治療剤
9808中止

SS IW 耳:SS 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾚｽ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 岩城製薬 中枢性筋弛緩剤 9711中止
SS N SS05 裸錠 白 有 ｼﾐﾅﾝS ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日清製薬 降圧剤 9305中止
SS SS 008 SS008 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢ｴｽ

ｴｽ｣
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ｴｽｴｽ製薬 ﾑｺ多糖類代謝酵素製剤 9005中止

SS SS 022 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ﾗｽﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｽｴｽ製薬 脳血流促進剤 9005中止
SS SS 027 SS027 裸錠 黄 有 ｱﾙﾌｧﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｴｽｴｽ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9005中止
SS SS 029 SS029 糖衣錠 帯黄白 無 ｱﾝｽﾐﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ｴｽｴｽ製薬 抗めまい剤 9005中止
SS SS 030 SS030 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｻﾞｯｶﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg ｴｽｴｽ製薬 消化性潰瘍治療剤 9504中止
SS SS 034 裸錠 白 有 ｱﾝｼﾞﾄﾝ10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｴｽｴｽ製薬 不整脈･狭心症治療剤 9005中止
SS SS 035 裸錠 白 有 ｱﾝｼﾞﾄﾝ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ｴｽｴｽ製薬 不整脈･狭心症治療剤 9005中止
SS Tw:SS Tw.SS50 50U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｻｲﾓﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 東和薬品 循環器用剤 010907収載(規格表示変

更)
SS SS 050 SS050 裸錠 黄 有 ｽｷﾉﾝ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴｽｴｽ製薬 うっ血性心不全治療剤 01頃中止
SS SS066 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾅﾎﾞｰﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｴｽｴｽ製薬 鎮痛･消炎剤 96中止
SS SS 070 SS070 裸錠 白 有 ﾚﾋﾟﾛﾝ 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｴｽｴｽ製薬 気道粘液溶解剤 9307中止
SS SS071 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄透明 ｻﾞｯｶﾙS ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg ｴｽｴｽ製薬 消化性潰瘍治療剤 9005中止
SS SS 083 SS083 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾝｻｰｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ

ﾅﾄﾘｳﾑ
125mg，
62.5mg

ｴｽｴｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ複合製剤 9408中止

SS SS 084 SS084 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾝｻｰLｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

250mg，
125mg

ｴｽｴｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ複合製剤 9504中止

SS SS 091 SS091 裸錠 白 有 ﾛｰｻﾐﾝ2 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｴｽｴｽ製薬 利尿･降圧剤 9005中止
SS SS 092 SS092 裸錠 白 有 ﾛｰｻﾐﾝ4 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 4mg ｴｽｴｽ製薬 利尿･降圧剤 9005中止
SS 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｽﾄﾏｻﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ)
胃炎･消化性潰瘍治療剤 9303中止

SS SS100 糖衣錠 白 無 ﾌﾏｼﾞｵｰﾙEC ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg ｴｽｴｽ製薬 脳血流改善剤 9005中止
SS 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟ錠 塩酸ﾚﾌｪﾀﾐﾝ 25mg 参天製薬 筋肉痛治療剤 9511中止 9302変更
SS SS 104 SS104 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾁｵｰﾙ錠40 L-ｼｽﾃｲﾝ 40mg 久光製薬 L-ｼｽﾃｲﾝ製剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ

り) 010907収載(品名変更
前:ﾊｲﾁｵｰﾙ錠)

SS SS 105 SS105 裸錠 白 有 ﾋﾟｰｽｹﾞﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｴｽｴｽ製薬 高血圧症･不整脈治療剤 9406中止
SS SS 108 SS108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾁｵｰﾙ錠80 L-ｼｽﾃｲﾝ 80mg 久光製薬 L-ｼｽﾃｲﾝ製剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ

除) 9611ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SS SS 111 SS111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌｪｯﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg ｴｽｴｽ製薬 消炎･鎮痛･解熱剤 9611中止
SS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝｼｸﾗﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 参天製薬 脳･末梢血流改善剤 9602中止 9301ｺｰﾄﾞ化
SS SS 112 SS112 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾎﾞｰﾙSRｶﾌﾟｾﾙ37.5 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 久光製薬 持続性鎮痛･消炎剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ

り) 010907収載(商品名の
変更 前:ﾅﾎﾞｰﾙSRｶﾌﾟｾﾙ)

SS SS 117 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/桃赤 ﾛｰﾐｽ500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ｴｽｴｽ製薬 末梢性神経障害治療剤 94中止
SS ﾁｵﾗ 100 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改

善剤
旧ﾋｰﾄ(0310迄) 9809本体
変更

SS 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧本体(9809まで) 9704
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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SS 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠50 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 50mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

9805中止 9301変更

SS SS 124 SS124 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾆｽｷｬｯﾌﾟ dl-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐ
ﾝ

8mg ｴｽｴｽ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0209中止 9709本体，ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

SS SS125 裸錠 白 無 ﾓﾅｰｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｴｽｴｽ製薬 高尿酸血症治療剤 0209頃中止 9802ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ化 裏商品名記載(ｶﾀｶ

SS 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｿﾗﾚﾝ錠 ﾄﾘｵｷｼｻﾚﾝ 5mg 参天製薬 尋常性白班治療剤 9608中止 9307色変更
SS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢ｻﾝﾃﾝ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 参天製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9605中止 9310変更
SS 裸錠 橙黄 無 ﾒﾛﾆｰﾙ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 参天製薬 血管強化･止血剤 9507中止 9303変更

SS 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 9209変
更

SS ﾘﾏﾁﾙ 100 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ
ﾏﾁﾙ） 9703本体変更，ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SS 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 920529
収載

SS ﾘﾏﾁﾙ 50 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠50mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ
ﾏﾁﾙ50） 9710本体変更，
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SS SS 220 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟｱﾃｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｴｽｴｽ製薬 持続性消炎･鎮痛･解熱 9307中止
SS SS 222 裸錠 微黄 有 ﾋﾟｱﾃｯｸ錠 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｴｽｴｽ製薬 持続性鎮痛･消炎剤 0209中止 920710収載
SS SS OX 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｵｷｻｲｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ｴｽｴｽ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ製剤 9306中止
SS ﾒﾄﾚｰﾄ：2 mg 裸錠（長円形） 淡黄 有 ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤

040709収載
SS SS 320 SS320:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾍﾟﾘｱ錠200 ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ 200mg 久光製薬 気道分泌細胞正常化剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ

り) 011207収載
SS SS 515 DR15 15:SS515 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾗｰﾙ錠15 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 久光製薬-田辺三菱製薬 睡眠障害改善剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504承継(ｴｽ
ｴｽ製薬より)

SS SS 520 DR20 20:SS520 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾗｰﾙ錠20 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 久光製薬-田辺三菱製薬 睡眠障害改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504承継(ｴｽ
ｴｽ製薬より)

SSANDOZ AMD 100 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg
｢ｻﾝﾄﾞ｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 不整脈治療剤 0805本体ｺｰﾄﾞ追加
070706収載

SSANDOZ ARC ARC 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｻﾝﾄﾞ 利尿剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 0006製造元･
本体･ﾋｰﾄ変更

SSANDOZ ARE ARE 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｻﾝﾄﾞ 利尿剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 0006製造元･
本体･ﾋｰﾄ変更

SSANDOZ AL
100mg

裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾛｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ 高尿酸血症治療剤 0809中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表100追加と
一般名記載 科研とﾋｰﾄ異

SSANDOZ SI IS 裸錠 白 有 ｲｿﾓﾆｯﾄ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｻﾝﾄﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 0807中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ裏記

SSANDOZ WL 裸錠 白 無 ｳｪﾙﾋﾞｰ錠2.5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
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SSANDOZ WL5 WL5 裸錠 白 有 ｳｪﾙﾋﾞｰ錠5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ｻﾝﾄﾞ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
SSANDOZ E 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠125mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg ｻﾝﾄﾞ 結核化学療法剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

SSANDOZ E 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg ｻﾝﾄﾞ 結核化学療法剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

SSANDOZ EB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ､ﾙﾁﾝ 12.5mg，
12.5mg

ｻﾝﾄﾞ 痔疾患治療剤 0912中止 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

SSANDOZ R J
2.5mg

裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾚﾅﾝﾄ錠)
0812ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

SSANDOZ CT CT 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｻﾝﾄﾞ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0711頃中止 060707収載
(商品名変更に伴い，前:ｶ
ﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠｢ﾍｷｻﾙ｣
12.5mg) 0604ﾋｰﾄ裏記号

SSANDOZ K 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SSANDOZ K 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)  990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SSANDOZ SCL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

SSANDOZ GT 裸錠(楕円形) 白 有 ｸﾞﾘﾋﾟﾅｰﾄ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 経口血糖降下剤 0806中止 0603ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601社名変更(前:日

SSANDOZ
1mg

裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0704頃中止 0604ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

SSANDOZ RJ 2
2mg

裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0703頃中止 0603ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ) 舌下錠

SSANDOZ CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤 060707収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠｢ﾍｷ
ｻﾙ｣200mg) 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
SSANDOZ CS 100 裸錠 白 無 ｼﾛｼﾅﾐﾝ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 000707収載

SSANDOZ CS 50 裸錠 白 無 ｼﾛｼﾅﾐﾝ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｻﾝﾄﾞ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 000707収載
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SSANDOZ Slo-bid 100mg Slo-bid 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100)

SSANDOZ Slo-bid 200mg Slo-bid 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200)

SSANDOZ RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾｽｼﾞｳﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痙･鎮痛剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｽｼﾞｳﾑ錠)

SSANDOZ CL CL 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘﾌﾟｽ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

SSANDOZ 2 KL160:2 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠2mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠2)

SSANDOZ 3 KL160 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 3mg ｻﾝﾄﾞ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠3)

SSANDOZ 5 KL160:5 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠5mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠5)

SSANDOZ SL 裸錠 薄桃 無 ｾﾘｰｽ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ACE阻害剤

SSANDOZ SL5 SL5 裸錠 薄桃 有 ｾﾘｰｽ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ACE阻害剤

SSANDOZ TER 125 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ｻﾝﾄﾞ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

SSANDOZ N1
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0912中止 0609ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

SSANDOZ NF NF 裸錠 極薄紅 有 ﾉﾌﾞﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
SSANDOZ PN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾋﾟｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾊﾟﾅ

ﾋﾟｼﾞﾝ錠)
SSANDOZ DK 352

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ﾀﾞｲﾄ-ｻﾝﾄﾞ 高脂血症治療剤 0804中止 0602ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601販売元社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

SSANDOZ BP 449-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾅﾋﾟｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812中止 0604ﾋｰﾄ表記
号(1)追加，ﾋｰﾄ裏記号変

0601社名変更(前:日本ﾍ
SSANDOZ

200mg
軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾍﾓﾀｲﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg ｻﾝﾄﾞ 経口痔核治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾓﾀｲﾄ) 0603

SANDOZ)
SSANDOZ MM 718

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠100mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0605ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

SSANDOZ MM 719
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0603ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

SSANDOZ TBP 275 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東菱薬品工業-ｻﾝﾄﾞ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0603ﾋｰﾄ表記号変更

SANDOZ)追加 東菱薬販
のものとﾋｰﾄ異なる
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SSANDOZ TBP 274 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東菱薬品工業-ｻﾝﾄﾞ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0607ﾋｰﾄ表記号変更

SANDOZ)追加 東菱薬販
のものとﾋｰﾄ異なる

SSANDOZ 1 SRP:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg ｻﾝﾄﾞ 抗精神病剤 070706収載
SSANDOZ 2 SRP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ｻﾝﾄﾞ 抗精神病剤 070706収載
SSANDOZ RFP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻ

ﾝﾄﾞ｣
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟﾛ

ﾌｧｰﾏ
抗結核剤 060707収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ｢ﾍｷｻﾙ｣)

SSANDOZ LV 25 裸錠 淡赤 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠25μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g ｻﾝﾄﾞ 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0606商品名変更(前:ﾚﾎﾞﾁ
ﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠25μ g｢ﾍｷ
ｻﾙ｣) 富士製薬工業のも
のとﾋｰﾄ異なる

SSANDOZ LV 50 裸錠 白 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠50μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g ｻﾝﾄﾞ 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0606商品名変更(前:ﾚﾎﾞﾁ
ﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠50μ g｢ﾍｷ
ｻﾙ｣) 富士製薬工業のも
のとﾋｰﾄ異なる

SSANDOZ R150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

060707収載

SSANDOZ R 137 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾛﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｻﾝﾄﾞ 切迫流･早産治療剤
SANODZ 5mg)削除

SSANDOZ 糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｻﾝﾄﾞ･三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠)，
ﾋｰﾄ表12追加

SSANDOZ N2
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0910中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ表
200追加，ﾋｰﾄ裏記号変

SSK
250mcg

糖衣錠 白～黄み白 無 ﾌﾚｽﾐﾝS糖衣錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 清水製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0203中止

SSK
500mcg

糖衣錠 白～黄み白 無 ﾌﾚｽﾐﾝS糖衣錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 清水製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0211中止

SSK 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

SSK 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

SSK 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

SSP SSP 50:50 SSP50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg ｻﾝﾄﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SSP SSP 100:100 SSP100 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg ｻﾝﾄﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SST SST1mg 裸錠 黄褐 無 ｼﾛｼｭﾃﾝ ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg ｲｾｲ 血圧降下剤 0007中止
SST Tw SST 裸錠 白 無 ｼｰｻｰﾙ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ

ﾙﾌｧﾝ
15mg 東和薬品 鎮咳剤

加等)，商品名変更に伴
い 060609収載(商品名変
更に伴い，前:ｼｰｻｰﾙ錠)

ST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢CH｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

精神情動安定剤・視床下
部作用性抗潰瘍剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾍﾟｻﾆｰﾙ錠)

ST ST 2mg:2mg ﾄﾛｰﾁ 白 有 ｽﾌﾟﾛｰﾙﾄﾛｰﾁ2mg 塩化ｾﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ
(外)

2mg 岩城製薬 口腔殺菌消毒剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾌﾟﾛｰﾙﾄﾛｰﾁ)
0510剤形変更(平型へ)，
ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表銀→青)

ST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾍﾟｻﾆｰﾙ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬 精神情動安定剤・視床下
部作用性抗潰瘍剤

旧品名(071221迄，新品
名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢CH｣)

ST ST-01 裸錠 褐 無 ｱｺﾆﾝｻﾝ錠 加工ﾌﾞｼ末 166.67mg 三和生薬・化研生薬 生薬製剤
ST ST1 ST1 ST1 1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ｻ

ﾝﾄﾞ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ｻﾝﾄﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載
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ST ST2 ST2 ST2 2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ｻﾝﾄﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

ST ST4 ST4 ST4 4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ｻﾝﾄﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

ST O.S ST10 O.S-ST10 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

ST Tu ST Tu ST-25:Tu ST-25
25mg

糖衣錠 白 無 ｻﾀﾉﾛﾝ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾀﾉﾛﾝ錠)
0710本体ｺｰﾄﾞ追加

ST O.S ST30 O.S-ST30 裸錠 橙黄 無 ｼｹﾂﾐﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 対血管薬剤 9504中止

ST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg 山之内製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 990813
収載 ﾋｰﾄ裏に｢食直前に
服用｣の記載あり

ST SW-067:SW-ST 裸錠 白 有 ｻﾜﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 沢井製薬 β 遮断剤 9510中止
ST SW-076  SW-076 SW-076 60:60mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾜﾀｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 沢井製薬 徐放性高血圧・狭心症治

療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾀｰﾙLAｶﾌﾟ
ｾﾙ) 9911ﾋｰﾄ変更(60追
加) 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-

ST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg 山之内製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(02～03にかけて
変更) 990813収載 ﾋｰﾄ裏
に｢食超然に服用｣の記

ST St102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤紫/橙透
明

ｿｲｽﾗﾝ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 佐藤薬品工業 高脂血症用剤 中止(10年以上前)

ST St103 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｻﾄｳ｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 佐藤薬品工業 抗生物質 01中止
ST St104 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ450｢ｻﾄ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 450mg 佐藤薬品工業 抗生物質 01中止
ST St107 St107 St107 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 佐藤薬品工業-日医工，

共和薬品工業
虚血性心疾患治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶ
ﾌﾟｾﾙ)

ST St108:600mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹｰｻﾌﾟﾗｲ錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg 佐藤薬品工業-ｱﾙﾌﾚｯｻ
ﾌｧｰﾏ

徐放性ｶﾘｳﾑ剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹｰｻﾌﾟﾗｲ錠)

ST St-110 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾋﾟﾗｼﾞｰﾙ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 佐藤薬品工業 血管拡張剤 中止
ST St145 St145:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾙﾁｱﾉﾝｶﾌﾟｾﾙR100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 佐藤薬品工業 持続性Ca拮抗剤 02頃ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ) 970711収載
ST Th 352 Th352 ST:ST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾁﾀｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 酵素性消炎剤 9808中止
ST SW-439:20 SW-ST 裸錠 白 有 ｻﾜﾀｰﾙ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 89中止
STA ST-A 裸錠 白 無 ｽﾄﾐﾝA錠 ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ､塩酸ﾊﾟﾊﾟ

ﾍﾞﾘﾝ
30mg，6mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 耳鳴緩和剤 旧ﾃﾞｰﾀ 9710ﾋｰﾄ記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
STN SW 461 SW-461 250:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾃﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 沢井製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾃﾝ錠)

STR STR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｽﾃﾛｼﾞﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 寿製薬 代謝拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ
STS S 25 25：S25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 精神神経用剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

STS S 50 S50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 精神神経用剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

STT STT 75 STT75 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

STT STT 150 STT150 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

STZ SZ15 SZ15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾀﾝｿﾞｰﾑｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載
STZ SZ30 SZ30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾀﾝｿﾞｰﾑｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載
SU CH-SU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
類白 無 ｼｪﾙﾃｨ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 長生堂製薬 合成抗菌剤 0304中止 9812ﾋｰﾄ変更

93再開 8907中止
SU Y SU50 Y-SU50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 脳血管障害･虚血性心疾

患改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9811まで)
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SU n SU50
Y-SU50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

虚血性心疾患治療剤 9907中止 9811変更

SU n SU50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0305ﾋｰﾄ表50mg追加，裏
ｶﾀｶﾅ記載など

SU Tu-SU 100 100:Tu SU-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼｰﾇﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 広範囲経口抗菌剤 1004日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
1002辰巳化学中止

SU 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

赤紫 ｽｲｸﾘｼﾝ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日研化学

慢性膵炎治療剤 0301中止 0107製造元社
名変更(前:日清製粉)

SU Y-SU100 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾌﾟﾗﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

虚血性心疾患改善剤 9907中止 9811製造元変
更

SU SW 106 SW-106 100:100mg 裸錠 黄 有 ｽﾘﾝﾍﾟﾝ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 0706中止 0205ﾋｰﾄ100追
加など 00本体刻印

SU Tu-SU 200 200:Tu SU-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼｰﾇﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 辰巳化学 広範囲経口抗菌剤 1002中止 950707収載
SU SU232SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾘｾﾞﾘｰﾄ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 進化製薬 潰瘍治療剤 9603中止
SUN SUN5 裸錠 白 有 ｻﾝｼﾞｵｰﾙ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 三和化学研究所 高血圧･不整脈治療剤 9612中止
SUNF 耳:SUN-F 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｻﾝﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0711中止 0310社名変更
SUNF 耳:SUN-F200 裸錠 白 無 ｻﾝﾌﾗｰﾙ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成工業 抗悪性腫瘍剤 9912中止
SUNS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ｻﾝﾌﾗｰﾙS ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0407ﾋｰﾄ変更

0310社名変更
SUNSTAR SUNSTAR 04 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60「ｻﾝｽ ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝｽﾀｰ 鎮痛・抗炎症・解熱剤 0405中止 020705収載
SUNSTAR SUNSTAR 08 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250「ｻﾝｽ

ﾀｰ」
ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg（力

価）
ｻﾝｽﾀｰ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
0405中止 020705収載

SURF 5 SYT016 裸錠 黄 有 ｻｰﾌｨﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 三恵薬品 昇圧剤 0408中止 本体追加
SUSV SU232SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾘｾﾞﾘｰﾄ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 進化製薬 潰瘍治療剤 9603中止
SV SB 2 SB222SV2 裸錠 白 無 ｱﾌｪﾅｰﾄ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 9603中止 9208ﾋｰﾄ変更
SV SB 4 SB:SB222SV4 裸錠 白 無 ｱﾌｪﾅｰﾄ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 進化製薬 気管支拡張剤 9204中止
SV IN:IN114SV25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙSV25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9504中止 9205ﾋｰﾄ変更
SV SV 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

SV SV 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

SV SV 75 SV75:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠75 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

SV LZ 05 LZ112SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 進化製薬 抗不安剤 9603中止 9304ﾋｰﾄ変更
SV LZ 1 LZ112SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 進化製薬 抗不安剤 9403中止 9304ﾋｰﾄ変更
SV NZ112SV 裸錠 白 無 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠SV ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 進化製薬 催眠鎮静剤 9603中止
SV IN:IN114SV37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙSV37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9410中止
SV IP114SV 糖衣錠 白 無 ｸﾙｿﾞｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9603中止
SV SP SP:SP114SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｽｹﾞｽﾄﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9603中止
SV RT 100 RT:RT114SV 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾐｿｰﾙ錠100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9603中止
SV RT 50 RT:RT114SV 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾐｿｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 進化製薬 消炎鎮痛剤 9403中止
SV MA114SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾙﾒﾝﾀｰﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 進化製薬 解熱鎮痛消炎剤 9603中止

SV DM:DM114SV 糖衣錠 ｸﾘｰﾑ色 無 ﾛﾗﾝﾄｲﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 進化製薬 片頭痛治療剤 9304中止
SV DI DI116SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)
SV 12 BM116SV 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ12mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 進化製薬 抗めまい剤 9403中止
SV 6 BM116SV 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 進化製薬 抗めまい剤 9603中止
SV OZ117SV 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠SV20mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 進化製薬 抗不安剤 9410中止
SV LZ 05 LZ117SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 進化製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
SV LZ 1 LZ117SV 裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 進化製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
SV MF119SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉﾁﾅｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 進化製薬 脳代謝改善剤 9603中止
SV CZ CZ122SV 裸錠 白 無 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ錠SV ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 進化製薬 筋弛緩剤 9603中止 9104製造販売
SV OI123SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾆｱﾓｰﾙ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 進化製薬 自律神経剤 9603中止 9212変更
SV TP123SV 裸錠 白 無 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ錠SV 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 進化製薬 平滑筋鎮痙剤 9406中止
SV PB:PB124SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｽﾀﾌﾞﾘﾝ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 第一薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 中止 9602承継 ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SV TH124SV 糖衣錠 白 無 ﾄﾉｻﾙｼﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 進化製薬 抗痙縮剤 9304中止
SV TH124SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉｻﾙｼﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 進化製薬 抗痙縮剤 9408中止
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SV BV124SV 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾘﾄﾞﾐﾝ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 進化製薬 鎮痙剤 9603中止
SV MS124SV 糖衣錠 白 無 ﾚｸﾗﾀﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ

ﾐﾝ
1mg 進化製薬 鎮痙･鎮痛剤 9603中止 9209ﾋｰﾄ変更

SV DI DI133SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬 抗めまい剤 9603中止 9301変更
SV CF CF141SV 裸錠 淡黄 無 ﾄﾉﾁﾘﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 進化製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9603中止
SV HH141SV 裸錠 白 有 ﾎﾓﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 進化製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9603中止
SV TR149SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾍﾞﾘﾅｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 進化製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9603中止 900713収載
SV UC 10 UC211SV 裸錠 黄 有 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠SV10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 進化製薬 代謝性強心剤 9603中止
SV UC 5 UC211SV 裸錠 黄 無 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠SV5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 進化製薬 代謝性強心剤 9603中止
SV EH211SV 裸錠 白 無 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠SV 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 進化製薬 循環増強剤 9603中止 9104製造販売
SV AJ212SV 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠SV ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 進化製薬 不整脈治療剤 9305中止 9104製造販売
SV CH CH212SV 裸錠 白 無 ｱｽｶﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9504中止 900713収載
SV MT MT212SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｻﾞﾉｰﾙ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 進化製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9504中止 900713収載

SV PI 5 PI212SV 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢ｼﾝｶ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 進化製薬 高血圧･不整脈治療剤 9603中止
SV AT AT212SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾊﾞｰﾚ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 進化製薬 β 遮断剤 9603中止 920710収載
SV OP OP212SV 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9603中止
SV OP 40 OP212SV40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 進化製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9603中止
SV P R PR212SV 裸錠 白 有 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ錠10SV 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 進化製薬 狭心症･不整脈治療剤 9603中止
SV TT 2 TT213SV 裸錠 淡桃 有 ﾃﾞﾙﾄｲﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 進化製薬 降圧利尿剤 9603中止
SV SY SY214SV 裸錠 淡黄 無 ｼｰﾗﾝｽ ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 進化製薬 血圧降下剤 9403中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ

の製品多数あり
SV RA214SV 糖衣錠 白 無 ﾁｸﾞﾒﾅｼﾝ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 進化製薬 血圧降下剤 9312中止

SV ME 150 ME214SV 裸錠 淡赤 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢ｼﾝｶ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 進化製薬 降圧剤 9603中止
SV MD214SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠SV ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 進化製薬 血圧降下剤 9603中止
SV ML ML:ML216SV 裸錠 白 無 ﾀﾘﾖﾅｰﾙ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 進化製薬 起立性低血圧･片頭痛治

療剤
9603中止

SV DL DL217SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｰﾅ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 進化製薬 虚血性心疾患･脳血管障
害治療剤

9603中止

SV NPI217SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾋﾟｼﾞｰﾙ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 進化製薬 循環機能改善剤 9603中止
SV DP217SV 糖衣錠 赤 無 ｻｾﾞｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 進化製薬 冠血管拡張剤 9603中止
SV CP217SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾞｾｰﾄ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 進化製薬 脳血流促進剤 9403中止
SV DH DH217SV 裸錠 白 無 ﾘﾃﾙｾﾝ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 進化製薬 血管拡張剤 9504中止
SV CR218SV 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄 ｶﾚﾝﾊﾞﾛｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 進化製薬 高脂血症治療剤 9409中止
SV BF218SV 糖衣錠 白 無 ｹﾞﾙﾊﾞｰﾂ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 進化製薬 脳血流障害改善剤 9603中止
SV PC PC218SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾌﾞｺﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 進化製薬 高脂血症治療剤 9603中止 940708収載
SV EL218SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｯﾄ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 進化製薬 血管代謝改善剤 9403中止 900713収載
SV PF219SV 糖衣錠 黄 無 ﾄﾋﾟﾅｰﾑ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 進化製薬 微小循環改善剤 9603中止
SV NH219SV 糖衣錠 白 無 ﾆﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 進化製薬 循環機能改善剤 9504中止 900713収載
SV PK219SV 裸錠 白 無 ﾓﾝﾄﾞﾘﾝ ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 進化製薬 動脈硬化用剤 9403中止
SV TC 200 TC219SV 裸錠 白 有 ﾗﾅﾀｰﾙ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 進化製薬 脂質代謝･末梢血行改善

剤
9603中止

SV VI VI219SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾘﾉﾌﾞﾚｰﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 進化製薬 脳循環代謝改善剤 9603中止 920710収載
SV BH222SV 裸錠 白 無 ﾁﾐｽﾃﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 進化製薬 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(9207まで)
SV TS 2 TS:TS222SV 裸錠 白 有 ﾊﾞｾｿﾞﾘﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)
SV CT CT222SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｺﾗｽ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 進化製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
9603中止 900713収載

SV BH223SV 裸錠 白 無 ﾁﾐｽﾃﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 進化製薬 気道粘液溶解剤 9603中止 9207変更
SV AM AM223SV 裸錠 白 無 ﾗﾘﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 進化製薬 気道潤滑去痰剤 9603中止 920710収載
SV TS 2 TS:TS225SV 裸錠 白 有 ﾊﾞｾｿﾞﾘﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 9603中止 9302ﾋｰﾄ変更
SV CM CM232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｱｽﾒｼﾞﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 進化製薬 H2受容体拮抗剤 9603中止 940708収載
SV GE232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ錠SV50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 進化製薬 消化性潰瘍治療剤 9603中止
SV GB232SV 裸錠 白 有 ｽﾛｰﾄﾝ錠 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg 進化製薬 消化性潰瘍治療剤 9304中止
SV SU232SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾘｾﾞﾘｰﾄ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 進化製薬 潰瘍治療剤 9603中止
SV OI232SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾆｱﾓｰﾙ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 進化製薬 自律神経剤 旧ｺｰﾄﾞ(9212まで)
SV PN233SV 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾌｫﾅｰｾﾞ錠 進化製薬 消化酵素剤 9603中止
SV TM TM239SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾒﾁﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 進化製薬 消化管運動調律剤 9603中止 920710収載
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SV PS245SV 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠SV ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 進化製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9603中止 9101製造販売
SV FH FH259SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾀﾝﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 進化製薬 頻尿治療剤 9603中止
SV RB RB313SV 裸錠 淡褐黄 無 ﾌﾗﾌﾞﾁﾙ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 進化製薬 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9603中止
SV MC313SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙSV ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 進化製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9603中止
SV PD 60 PD313SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾗﾍﾟｽﾃﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 進化製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9603中止
SV VE315SV 糖衣錠 橙 無 ﾅﾊﾞﾄｰﾙ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 進化製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9504中止
SV TA332SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｵﾚﾝｼﾞ/ｸﾘｰﾑ

色
ﾒｽｶﾙﾄ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 進化製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9603中止

SV HT HT339SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾈｵﾋﾟｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 進化製薬 抗血小板剤 9603中止(ｵﾘｴﾝﾀﾙ薬品
工業に承継) 940708収載

SV GT392SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾞﾚﾄﾘｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 進化製薬 解毒剤 9603中止
SV LC 90 LC395SV 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ｼﾝｶ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 進化製薬 消炎酵素剤 9603中止
SV AP399SV 糖衣錠 赤 無 ATP錠｢ｼﾝｶ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 進化製薬 代謝性製剤 9603中止
SV HA449SV 糖衣錠 白 無 ｼﾝｶｰﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 進化製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9504中止 940708収載
SV PE PE624SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾍﾟﾓｰﾙ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 抗菌剤 9603中止 95変更
SV NA 250 NA250 624SV 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 9603中止 95変更
SV PA 250 PA629SV 裸錠 淡黄 有 ﾊﾟﾊﾟﾅｰﾙ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 合成抗菌剤 9308中止
SV PE PE629SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾍﾟﾓｰﾙ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 進化製薬 抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)
SV NA 500 NA500 629SV 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 進化製薬 合成抗菌剤 9603中止
SVS SVS Tu SV-S 裸錠 白 有 ｻﾙﾋﾞﾝS錠 辰巳化学 解熱鎮痛剤 96中止
SVS Tu SV-S 糖衣錠 黄 無 ｻﾙﾋﾞﾝS糖衣錠 辰巳化学 解熱鎮痛剤 96中止
SVSR SV-TP ZE23 ZE23 SVSR:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0901迄)

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟ
ｾﾙ)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

SVSR ZE23  ZE23 ZE23 SVSR:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0901本体ｺｰﾄﾞ変更
SVT SVT10 糖衣錠 白 無 ｾﾞｸﾋﾞﾀﾝ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 森下ﾙｾﾙ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9004中止
SVT SVT30 糖衣錠 白 無 ｾﾞｸﾋﾞﾀﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 森下ﾙｾﾙ ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9004中止
SVT SEARLE 701:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾｰﾌﾞﾃﾝｽ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 心臓選択性β 遮断剤
SVTP SV-TP ZE23 ZE23 SV-TP:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名(061208迄)，商品

名変更に伴い(新:ｻﾋﾞｽﾐﾝ
SRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg），旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0307ﾋｰﾄ変更
960705収載

SVTPZE SV-TP ZE23 ZE23 SVSR:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0901迄)
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟ
ｾﾙ)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

SW SW 001 SW 001 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾁｱﾌﾟﾘﾑ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg（ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0204ﾋｰﾄ変更，表25mg追
加，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW-001 裸錠 黄褐 有 ﾎﾞﾅﾎﾞﾝB2 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 89中止
SW SW 002 SW-002 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾁｱﾌﾟﾘﾑ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg（ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして）
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0210ﾋｰﾄ変更

SW SW-004:SW-BT 糖衣錠 黄 無 ﾊﾞｲﾁｱﾐﾝ錠 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9409中止
SW SW-008:SW-FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 FAD錠10｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 90中止
SW SW-009:SW-FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠15｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9509中止
SW SW C10：10 SW-C10 10mg：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
SW SW 010 SW-010 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｷｻﾌﾛｰﾙ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 0302ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707
収載

SW SW 011 SW-011 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｷｻﾌﾛｰﾙ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707収

SW SW-011:SW-PI30 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾄﾞﾋﾟﾄﾞﾝ30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 92中止
SW SW 11 SW-11 15mg:15 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗｿﾌﾟﾗﾝOD錠15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 090515収載
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SW SW 012 SW-012 25：25mg 糖衣錠 黄 無 ｱﾘｱﾛﾝF錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0911中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-AAF25)削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 12 SW-12 30mg:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗｿﾌﾟﾗﾝOD錠30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 090515収載

SW SW 014 SW-014 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾋﾞﾀﾏﾙ配合錠 沢井製薬-扶桑薬品工業 神経･筋機能賦活剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾏﾙ錠)

SW SW-016:SW-HR500 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾗｾﾄﾞﾝ500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 92中止
SW SW C20：20 SW-C20 20mg：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
SW SW-020 200:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ｹﾝﾄﾝS ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新：ｹﾝﾄﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ200ｍｇ) 0002色変
更(以前:橙赤透明) 99ﾋｰ
ﾄ裏記号(SW-KNS)削除

SW SW-020 200:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｹﾝﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾝﾄﾝS)

SW 2 SW-021 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 沢井製薬 抗不安剤 旧本体(99まで)
SW SW 021 SW-021 2mg:2mg 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 沢井製薬 抗不安剤 0205ﾋｰﾄ変更 99本体変
SW SW 025:0.8 SW-025 0.8mg:SW-025

0.8 mg
裸錠 白 有 ﾒﾃﾞﾎﾟﾘﾝ錠0.8 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 101119収載

SW SW 026 SW-026 0.4mg:0.4mg 裸錠 白 有 ﾒﾃﾞﾎﾟﾘﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
MDN0.4)削除 920710収

SW SW 027 SW-027 10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ
ﾙﾝ10)

SW SW 028 SW-028 25：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄緑 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ
ﾙﾝ25)

SW SW 037 SW 037 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ0.5mg追加 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-ME0.5)削除

SW SW 038 SW-038 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠1 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-ME1)削除 920710収
載

SW SW-040:SW-SR 糖衣錠 白 無 ｾﾙﾒｰﾄ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 沢井製薬 抗不安剤 9409中止
SW SW-041:SW-DC 糖衣錠 橙 無 ﾀﾞｸﾁﾚｰﾄ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 沢井製薬 鎮痙剤 89中止
SW SW-042:SW-PL 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾊﾟｰﾙ ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 沢井製薬 消化器機能異常治療剤 92中止
SW SW-045 SW-045 1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾛﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 止瀉剤 0706商品名変更(前:ﾐﾛﾋﾟ

ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0001ﾋｰﾄ変更(1
追加)

SW SW 053 SW-053 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾀﾘｯｸ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 沢井製薬 心・腎疾患治療剤 081107収載
SW SW 57 SW-57:12.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤橙 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
100528収載

SW SW 058 SW-058：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾘﾝﾊﾟｰﾙ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg(塩酸ﾒﾄｸ
ﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て)

沢井製薬 消化器機能異常改善剤 1003中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝ
ﾊﾟｰﾙ錠)，ﾋｰﾄ裏記号変
更(3.84mg→5mg)

SW SW-061:SW-MS 糖衣錠 白 無 ﾒｸﾛｻｰﾄ 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 沢井製薬 脳代謝改善意識障害治
療剤

9301中止

SW SW-065:SW-AJ 糖衣錠 淡緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 92中止
SW SW-067:SW-ST 裸錠 白 有 ｻﾜﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 沢井製薬 β 遮断剤 9510中止
SW SW 071 SW 071 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾝﾒｯｸｽ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-CMX)削除 920710
収載

SW SW 71 SW-71 0.1mg:0.1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾊﾙｽﾛｰOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

090515収載

SW SW 072 SW 072 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｻﾞﾌﾞﾛﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 脳循環･代謝改善剤 9903中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-ZR)削除 940708収

SW SW 72 SW-72 0.2mg:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾊﾙｽﾛｰOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

090515収載
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SW SW 073 SW-073 12.5 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾛﾝ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 沢井製薬 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0109中止(商品名変更
新:ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5｢SW｣)

SW SW-074:SW-ET 裸錠 黄 有 ｴﾁﾌﾛﾝ5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 沢井製薬 循環増強剤 9409中止
SW SW 075 SW 075 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛｽｴｰﾄﾞ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｽｴｰﾄﾞ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更

SW SW-076  SW-076 SW-076 60:60mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾜﾀｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 沢井製薬 徐放性高血圧・狭心症治
療剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾀｰﾙLAｶﾌﾟ
ｾﾙ) 9911ﾋｰﾄ変更(60追
加) 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-

SW SW 077 SW 077 25mg:25mg 裸錠 白 無 ｴﾙﾓﾗﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 沢井製薬 前立腺肥大症治療剤 0203ﾋｰﾄ変更 960705収
SW SW-079 SW-KTN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｹﾝﾄﾝNｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 9409中止
SW SW 082 SW-082 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾀﾘｯｸ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 沢井製薬 心・腎疾患治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾝﾀﾘｯｸ) 0002
本体変更(082追加)，ﾋｰﾄ
変更(50追加)

SW SW 083 SW-083 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL
錠10mg｢ｻﾜｲ｣に変更) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AT10)削

SW SW 083 SW-083 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠10)

SW SW 084 SW-084 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL
錠20mg｢ｻﾜｲ｣に変更) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AT20)削

SW SW 084 SW-084 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠20)

SW SW-085:SW-CN50 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50｢ｻﾜｲ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 脳血流促進剤 92中止
SW SW 089 SW-089 30:30mg 裸錠 白 無 ｸﾗﾙｰﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 旧品名(100528ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ

塩酸塩錠30mg｢ｻﾜｲ｣に
変更) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｸﾗﾙｰ

SW SW 089 SW-089 30:30 mg 徐放性裸錠 白 無 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾙｰﾄ錠
30mg)，ﾋｰﾄ若干変更

SW SW 093 SW-093 60:60 mg 徐放性裸錠 白 有 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠60mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 100528収載

SW SW-097 SW-IT 裸錠 白 有 ｲﾀｻﾘﾐﾝ 沢井製薬 解熱鎮痛剤 89中止
SW SW-099:SW-NL 糖衣錠 帯黄白 無 ﾉｰﾒﾘﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 沢井製薬 抗ｾﾛﾄﾆﾝ剤 92中止
SW ｾﾌｶﾍﾟﾝSW 100 100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠100mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
090515収載

SW ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ SW100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 沢井製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
SW SW-100:SW-RZ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｲｿﾞﾛﾝ100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 92中止
SW SW-102:SW-AMN 裸錠 白 有 ｱﾓﾝT100 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 9409中止
SW SW 103 SW-103 4 裸錠 白 有 ｲﾉﾏｰﾙ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 沢井製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
101119収載

SW SW-105:SW-BP 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾀﾊﾟｰﾙ ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 9510中止
SW SW 106 SW-106 100:100mg 裸錠 黄 有 ｽﾘﾝﾍﾟﾝ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 0706中止 0205ﾋｰﾄ100追

加など 00本体刻印
SW SW 107 SW-107 2:2mg 裸錠 白 無 ｲﾉﾏｰﾙ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 沢井製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 108 SW-108 200：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｷｻﾌﾟｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0706中止 03ﾋｰﾄ変更，表
200追加等 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-XZ200)削除

SW SW 110 SW-110 60 裸錠 微淡紅 有 ｹﾝﾀﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾝﾀﾝ錠) 04製
剤変更(ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ→裸
錠，割線入)

SW SW-111:SW-KB 糖衣錠 緑 無 ｶｲﾎﾞｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 沢井製薬 鎮咳剤 9301中止
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SW SW 117 SW-117 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾅｾﾞｯﾌﾟ錠5 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

030704収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 120 SW-120 4:4mg 裸錠 白 無 ﾌﾙﾍﾟﾝA 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 沢井製薬 気道粘液溶解剤 旧品名(0606迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾌﾙﾍﾟﾝ錠
4mg)

SW SW 120 SW-120 4:4mg 裸錠 白 無 ﾌﾙﾍﾟﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 沢井製薬 気道粘液溶解剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙﾍﾟﾝA)

SW SW-122:SW-ETM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾀﾒｰﾄ 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 沢井製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 9301中止
SW SW 123 SW-123 500:500 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｻﾜﾃﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 沢井製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
100528収載

SW SW 125 SW-125 4 裸錠 白 有 ﾍﾞﾍﾞﾛﾝ 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 4mg 沢井製薬 気管支拡張剤 0109中止 00本体刻印，
ﾋｰﾄ変更(4追加)裏商品
名記載

SW SW SW-126:SW-BE2 裸錠 白 無 ﾍﾞﾅﾘｰﾙ2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 沢井製薬 気管支拡張剤 92中止
SW SW 128 SW-128 100:100mg 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾞﾌｨﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 気管支喘息治療剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載など 900713収載
SW SW 130 SW-130 50：50μ g 裸錠 白 有 ﾒﾁﾚﾌﾄ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 沢井製薬 気管支拡張剤 0302ﾋｰﾄ変更 98～99ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

SW SW 132 SW-132 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
SW SW 133 SW-133 25:25μ g 裸錠 白 有 ﾒﾁﾚﾌﾄ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 沢井製薬 気管支拡張剤 091113収載
SW SW-135:SW-GT 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾘﾁｵｰﾙ 沢井製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ･解毒･肝臓機

能改善剤
中止 9203まで

SW SW 137：10 SW-137 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 040709収載
SW SW-139 SW-139:SW-TT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9510中止 900713収載
SW SW-141 SW-141 1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg（ｹﾄﾁﾌｪﾝ

として）
沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ｹﾄﾃ

ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0306ﾋｰﾄ変更
98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-

SW SW MED-141 MED-VB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾍﾞｺｰﾙ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 合成抗菌剤 90中止
SW SW 142 SW-142:SW-ETR 糖衣錠 白 無 ｴﾄﾗﾌﾟﾁﾝ錠1 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9504中止 940708収載
SW SW 143 SW-143 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾘﾁｵｰﾙ錠 沢井製薬 肝臓疾患用剤･抗ｱﾚﾙ

ｷﾞｰ用薬
0912中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-GT)削除

SW ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg SW-148 SW-148 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080704収載

SW ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg SW-149 SW-149 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 070706収載

SW SW 150 SW-150 3mg：3mg 裸錠 白 有 ｱﾘﾏﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾘﾏﾝ錠) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AM)削除

SW SW 152 SW-152 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 消化管運動改善剤 101119収載
SW SW 157 糖衣錠 桃 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ｻﾜｲ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

沢井製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)

SW SW 157 SW-157:12mg 糖衣錠 桃 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠12mg｢ｻﾜｲ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

沢井製薬 緩下剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ｻ
ﾜｲ｣)，ﾋｰﾄ裏12mg追加

SW SW SW-158:SW-PAP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑 無 ﾊﾟﾝﾍﾟﾗﾝ ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 沢井製薬 鎮痙･鎮痛剤 9409中止

SW SW 159 SW-159 30：30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｺﾘﾘｯｸ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 沢井製薬 鎮痙･鎮痛剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘﾘｯｸ) 0303
ﾋｰﾄ変更，商品名記載等

SW SW 161 SW-161 20：20 糖衣錠 白 無 ｱｲﾛﾒｰﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 沢井製薬・日本ｹﾐﾌｧ 筋緊張性疾患治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｲﾛﾒｰﾄ錠)
0305頃ﾋｰﾄ変更

SW SW 162 SW 162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｺﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 沢井製薬 筋緊張循環改善剤 9903中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-DZ)削除 900713収
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SW SW 170 SW-170 100:100mg 裸錠 白 有 ｳﾋﾞﾛﾝ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 肝･胆･消化機能改善剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾋﾞﾛﾝ100) ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 171 SW-171 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾛｯｸ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

040709収載

SW SW 174 SW-174 125mg：125mg 裸錠 白 無 ｺﾘｸｰﾙ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 沢井製薬 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｸｰﾙ) 0410
錠剤形状変更 0304ﾋｰﾄ
変更 00本体変更

SW SW 175 SW-175 250mg:250mg 裸錠 白 無 ｺﾘｸｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 沢井製薬 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｸｰﾙ錠250)
0208ﾋｰﾄ250mg追加
0005本体変更(175追加)

SW SW 177 SW-177 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 消化管運動改善剤 0203ﾋｰﾄ変更，商品名記
載 960705収載

SW SW 180 SW-180：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20「SW」 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

SW SW 181 SW-181:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10｢SW｣ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

SW LASOPRAN 15mg SW- SW-182 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｿﾌﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
SW LASOPRAN 30mg SW- SW-183 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｿﾌﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
SW SW 195 SW-195 20:20mg 糖衣錠 赤褐 無 ﾊﾟﾝﾊﾟｰﾙ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 沢井製薬 肝疾患治療剤 0703中止
SW SW 200 SW-200 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛﾃｲﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW 201 SW-201 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛﾃｲﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW 202 SW-202 25:25mg 裸錠 白 有 ｾﾎﾞﾁｰﾙ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ACE阻害降圧剤 990709収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW 203 SW-203 12.5:12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5｢SW｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 沢井製薬 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

薬
010706収載(商品名変更
以前:ｶﾌﾟﾄﾛﾝ錠12.5)

SW SW-204 SW-204 18.75:18.75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(灰色
帯)

ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙRｶﾌﾟｾﾙ18.75｢
SW｣

ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 沢井製薬 持続性ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ
系降圧薬

010706収載(商品名変更
以前:ｶﾌﾟﾄﾛﾝ-R)，ﾋｰﾄ裏
商品名記載

SW SW 207 SW-207 10：10mg 裸錠 白 有 ｱﾒｼﾞｰﾙ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 210 SW-210:25 mg 裸錠 白 無 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠25mg｢ｻﾜｲ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 免疫抑制剤 100528収載
SW SW 211 SW-211:50 mg 裸錠 白 有 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 免疫抑制剤 100528収載
SW SW 212 SW-212 1:1mg 裸錠 白 無 ﾒﾃﾞﾀｯｸｽ錠1 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性心身安定剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW 213 SW-213 2:2mg 裸錠 淡黄赤 有 ﾒﾃﾞﾀｯｸｽ錠2 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性心身安定剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW 215 SW-215 25: 25 mg 裸錠 白 無 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠25｢SW｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 沢井製薬 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 1011発売
SW SW 217 SW-217 12.5:12.5 裸錠 白 有 ｾﾎﾞﾁｰﾙ錠12.5 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
100528収載

SW SW 218 SW-218 30mg：30mg 裸錠 白 無 ﾉｲﾀｰｾﾞ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 0912中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾉｲ
ﾀｰｾﾞ30)

SW SW 220 SW-220 90mg：90mg 裸錠 白 有 ﾉｲﾀｰｾﾞ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1001中止 0806商品名変
更(前:ﾉｲﾀｰｾﾞ90)

SW SW 223 SW-223 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ)

SW SW-224:SW-SPR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾌﾟﾛｰｾﾞ ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 沢井製薬 酵素製剤 88中止
SW SW 225 SW-225 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収

載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10)

SW SW 227 SW-227 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾒｼﾀｯﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0204ﾋｰﾄ変更，表100追
加，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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SW SW 228 SW-228 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰白 無 ﾒﾋﾟﾅｰｽ錠 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 97中止 960705収載
SW SW 230 SW-230 50:50 mg 裸錠 白 有 ｾﾎﾞﾁｰﾙ錠50 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
100528収載 十字割線

SW SW 236 SW-236 40mg：40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾀﾐｰﾙ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

経口血糖降下剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾙﾀﾐｰﾙ錠)
03頃ﾋｰﾄ変更

SW SW 240:50 SW-240 50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾁｰﾑ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 沢井製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
SW SW-242:SW-MP50 糖衣錠 白 無 ﾏｽﾋﾟﾛﾝ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 沢井製薬 自律神経賦活剤 9409中止
SW SW-245:SW-ATP 糖衣錠 赤 無 ATP錠｢ｻﾜｲ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 沢井製薬 代謝性製剤 9409中止
SW SW-247:SW-AC 糖衣錠 橙 無 ｱﾘﾁｱﾛﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 沢井製薬 腫脹治療剤 89中止
SW SW 248 SW-248 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾁｰﾑ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 沢井製薬 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾛﾁｰﾑ錠) 03
頃ﾋｰﾄ変更

SW SW 251 SW-251 OD:5 mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩OD錠5mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

100528収載

SW SW 252 SW-252 OD:10 mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩OD錠
10mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

100528収載

SW ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ SW-254 2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 沢井製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 060707収載
SW SW 263 SW-263 0.5:0.5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 沢井製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾒｻｿﾞﾝ錠)
SW SW 267 SW-267 25:25mg 裸錠 白～微黄 無 ﾊﾟﾊﾟｺｰﾙ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 沢井製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 1003中止
SW SW 271:0.25 SW-271 0.25mg:0.25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾛｯｸ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
100528収載

SW SW-284 200:200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾙﾅｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 沢井製薬 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾅｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄSW-284裏→表等

SW SW SW-287:SW-TO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ
ﾙ形)

白 無 ﾄﾛﾝｺｰﾙ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 沢井製薬 合成抗菌剤 90中止

SW SW-295 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅﾎﾟﾝ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 沢井製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗悪性腫瘍剤 98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
LP50)削除

SW SW-296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅﾎﾟﾝ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 沢井製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗悪性腫瘍剤 98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
LP100)削除

SW SW-299 裸錠 白 無 ｱﾄﾞﾊﾟﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg（ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして）

沢井製薬 抗乳癌剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾄﾞﾊﾟﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98～99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AD)削除

SW SW-301 SW-AMP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250｢ｻﾜｲ｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
SW SW SW-303:SW-MIZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡紅白 無 ﾐｽﾞﾃｯｸ錠50 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 98中止
SW SW 307 SW-307 200：200mg 裸錠 白 有 ｱｼﾛﾍﾞｯｸ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 沢井製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 990709収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW-312 SW-312:SW-CFT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9301中止 900713収載
SW SW-313 SW-SA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾜﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
SW SW 317 SW-317 400：400mg 裸錠 白 無 ｱｼﾛﾍﾞｯｸ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 沢井製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW SW-325 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0506迄) 98ﾋｰﾄ変

更，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200 SW-325 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
｢ｻﾜｲ｣) 0506本体変更
(前：SWの刻印)

SW SW-327 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/暗赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150｢ｻﾜ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 沢井製薬 結核治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
SW SW-327 SW-327 150:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/暗赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 沢井製薬 結核治療剤 0701中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW-328 SW-CF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌﾗｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 92中止
SW SW-330 SW-330:SW-PO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾍﾟﾝﾎﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 90中止
SW SW 332:2.5 SW-332 2.5:2.5mg 裸錠 白 無 ﾒｲﾝﾛｰﾙ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 選択的β 1遮断剤 1011収載
SW SW 335:5 SW-335 5:5mg 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾛｰﾙ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 選択的β 1遮断剤 0812頃本体ｺｰﾄﾞ5追加
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SW SW 338 SW-338 10:10mg 裸錠 橙黄 有 ｶｲﾄﾛﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 沢井製薬 代謝性強心剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｲﾄﾛﾝT10)
0001本体刻印追加 98ﾋｰ
ﾄ裏記号(T10 SW-KA)削

SW SW SW-341:SW-HN 裸錠 白 無 ﾎﾊﾟﾅｰﾙ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 沢井製薬 脳代謝賦活･精神症状改
善剤

89中止

SW SW 343 SW-343 3：3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘｻﾞｽﾄ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 RA寛解導入剤 1103久光製薬中止
SW SW 344 SW344 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾁｰﾑ錠50 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
沢井製薬 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 03頃ﾋｰﾄ変更 940708収

載
SW ﾁﾜﾝ 10mg SW-345 SW-345 10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 沢井製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1012本体ｺｰﾄﾞﾁﾜﾝ10mg

追加
SW ﾁﾜﾝ 5mg SW-346 SW-346 5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 沢井製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
SW SW 352 SW-352 50mg：50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾄﾌｨｽ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 自律神経調整剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾌｨｽ錠) 0304
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-TTF)削除

SW SW 361 SW-361 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg（ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして）

沢井製薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾝ錠)
0210ﾋｰﾄ変更 98～99ﾋｰﾄ
裏記号(SW-PU)削除

SW SW 362 SW-362 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾁｸﾋﾟﾛﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 抗血小板剤 0706商品名変更(前:ﾁｸﾋﾟ
ﾛﾝ錠) 00ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ
裏SW-TI削除

SW SW-365 300:300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾊﾟﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 EPA製剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW-373 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾁｸｰﾙ250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 沢井製薬 末梢神経代謝賦活剤 9301中止
SW SW 376 SW-376 500:500μ g 糖衣錠 淡黄 無 ﾒﾁｸｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 沢井製薬・日本ｹﾐﾌｧ 末梢性神経障害治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾁｸｰﾙ500)
0203ﾋｰﾄ変更

SW SW 385 SW-385 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0205ﾋｰﾄ50mg追記など
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AO50)
削除

SW SW 386 SW-386 100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
AO100)削除，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 390 SW-390 5:5mg 糖衣錠 白 無 ｲｿｸﾘﾝ糖衣錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-IS5)削除 900713収
載

SW SW 391:10 SW-391 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｿｸﾘﾝ錠10mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 沢井製薬 心身安定剤 101119収載
SW SW-392:SW-SED5 糖衣錠 淡青緑 無 ｾﾃﾞﾊﾟﾑ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 89中止
SW SW 396 SW-396 0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾕｰﾊﾟﾝ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾕｰﾊﾟﾝ0.5)
SW SW 397 SW-397 1:1mg 裸錠 白 有 ﾕｰﾊﾟﾝ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾕｰﾊﾟﾝ1.0)
SW SW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
SW SW 398 SW-398 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT200)
SW SW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
SW SW 399 SW-399 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT100)
0302ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ），100mg追加

SW SW-403:SW-BA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾋﾞｵｱﾘｱﾝEｶﾌﾟｾﾙ 沢井製薬 消化酵素製剤 90中止
SW SW-405:SW-TR 糖衣錠 淡黄橙 無 ﾄﾗﾗﾝﾀ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 沢井製薬 過敏大腸症治療剤 9409中止
SW SW-406:SW-TR15 糖衣錠 白 無 ﾄﾗﾗﾝﾀ錠15 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 15mg 沢井製薬 過敏大腸症治療剤 89中止

46 / 225 ページ



SW SW 410 GC5533 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬-ｴｲﾊﾟﾑ，吉富
製薬

抗潰瘍･精神神経用剤 0004中止 9805ﾋｰﾄ表変

SW SW 410 SW-410 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬 抗潰瘍･精神用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT50)
0212ﾋｰﾄ変更

SW ﾛｷﾀｯﾄ 75mg SW-412 SW-412 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 050708収載
SW ﾛｷﾀｯﾄ 37.5mg SW-414 SW-414 37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 081107収載
SW SW 418 SW 418 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｯｸﾀｰｾﾞ錠S 沢井製薬 総合消化酵素製剤 1105中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-MCS)削除
SW SW-419:SW-MCT 糖衣錠 白 無 ﾏｯｸﾀｰｾﾞE糖衣錠 沢井製薬 消化酵素製剤 90中止
SW SW 420 SW-420 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｯｸﾀｰｾﾞ配合錠 沢井製薬 総合消化酵素製剤 101119収載
SW SW 422 SW-422 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾃｰﾄSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW 423 SW-423 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾃｰﾄSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 0507ﾋｰﾄ変更 980710収
SW SW 428 SW-428 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｿﾞﾙﾐﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 沢井製薬 心臓選択性β 遮断剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-MZ50)

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW-429:SW-HP 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg 沢井製薬 脳･末梢循環障害改善剤 9409中止 舌下錠 十字割

線
SW SW-430:SW-PEN 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾝｾﾘﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 沢井製薬 冠循環増強剤 9301中止
SW SW 431 SW-431 25：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾝｾﾘﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 沢井製薬 冠循環増強剤 1002中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ﾍﾟﾝ
ｾﾘﾝ25)

SW SW 432 SW-432 2mg：2mg 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 沢井製薬 循環改善剤 0706中止 0306頃ﾋｰﾄ変
更 0004本体刻印 舌下錠

SW SW 433 SW-433 200:200mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾌﾟﾘﾝﾒｰﾄ錠200mg ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 沢井製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 1003中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝ
ﾒｰﾄ錠)

SW SW 435 SW-435 40mg：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞﾋﾟﾝ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

03頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MDP40)削除
900713収載

SW SW-439:20 SW-ST 裸錠 白 有 ｻﾜﾀｰﾙ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 89中止
SW SW-440 100 糖衣錠 黄 無 ﾃｸﾛﾝ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 微小循環改善剤 9909中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-TL)削除
SW SW 444 SW-444 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾌﾞﾚｼﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 沢井製薬 鎮痛・抗炎症剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞﾚｼﾝ錠)
SW SW 447 SW-447 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗｲﾍﾟｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
101119収載

SW SW 448 SW-448 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗｲﾍﾟｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

SW SW-450 SW-BO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾎﾞﾅﾎﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 9409中止
SW SW-451 SW-451 20：20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟﾛｷﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 0706中止 0308ﾋｰﾄ変更，

表20追加等 98～99ﾋｰﾄ
裏記号(SW-PIR20)削除

SW SW-452 SW-452:SW-NIF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾌﾛｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 9301中止 900713収載
SW SW 454 SW-454 80：80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾄﾌｪﾛﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
SW SW 461 SW-461 250:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾃﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 沢井製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾃﾝ錠)

SW SW 470 SW-470 15mg：15mg 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15
ｍｇ｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｸﾛｾﾘﾝ錠)

SW SW 470 SW-470 15mg：15mg 裸錠 白 有 ﾒｸﾛｾﾘﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15ｍｇ｢ｻﾜ
ｲ｣) 0304ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-MC)削除

SW ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙL SW-475
45mg

SW-475 硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放
性)

淡黄/淡黄 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩Lｶﾌﾟｾ
ﾙ45mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 沢井製薬 徐放性気道潤滑去痰剤 060707収載

SW ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ 112.5mg SW-
481

SW-481 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ｻﾜｲ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 沢井製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

090515収載
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SW SW-491 SW-491 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾞﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ10 ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 沢井製薬 気管支喘息改善剤 0005中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 500 SW-500 5：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾀﾞｳﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0310社名変更 030704収
載，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 501 SW-501 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾛﾝL錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 沢井製薬 持続性脳微小循環改善 9909中止 960705収載
SW SW 502 SW-502 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾃｰﾄ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 脳血管障害改善剤 98中止 960705収載
SW SW 503 SW-503 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾋﾟﾝR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg（ｼﾞｿﾋﾟ

ﾗﾐﾄﾞとして）
沢井製薬･日本ｹﾐﾌｧ 徐放性不整脈治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘｽﾋﾟﾝR錠)
960705収載

SW SW 504 SW-504 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｻﾜﾁｵﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 沢井製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
SW SW-505 SW-505 50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾌﾀｯｸｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 沢井製薬 胃潰瘍治療剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW-510 耳:SW-510 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾙﾅﾌﾘﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ､ｳﾗｼﾙ 100mg，

224mg
沢井製薬 抗悪性腫瘍剤 0112中止 980710収載

SW SW 511 SW-511 10mg:10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
SW SW 512 SW-512 20mg:20mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
SW SW 517 SW-517 20mg:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞﾋﾟﾝ錠20 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
091113収載

SW SW-518 SW-518 75mg:75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
SW SW-519 SW-519 150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
SW SW 520:10 SW-520 10mg:10 mg 裸錠 白 無 ｱｲﾛｸｰﾙ錠10 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 狭心症治療用ISMN製剤 100528収載
SW SW 521:25 SW-521 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｿﾞﾙﾐﾝ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 沢井製薬 心臓選択性β 遮断剤 0906発売
SW SW 526 SW-526 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱｰﾁﾜﾝ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 沢井製薬 持続性高血圧･狭心症治

療剤(β 遮断剤)用ISM
020705収載

SW SW 527 SW-527 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁﾜﾝ錠20 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 持続性高血圧･狭心症治
療剤(β 遮断剤)

020705収載

SW SW 528 SW-528 5:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｻﾜﾁｵﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 沢井製薬 脳循環･代謝改善剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾁｵﾝS錠)
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 535 SW-535 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙｼﾞﾗｰﾄ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 Ca拮抗剤 020705収載
SW SW 537 SW-537 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾙｼﾞﾗｰﾄ錠2 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 Ca拮抗剤 020705収載
SW SW541 SW-541:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 090515収載
SW SW542 SW-542:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 090515収載
SW SW 550：10 SW-550 10：10mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾀﾞｳﾝ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭

化成ﾌｧｰﾏ
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

040709収載

SW SW 551 SW-551 20mg:20mg 裸錠 白 有 ｱｲﾛｸｰﾙ錠20 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 狭心症治療用ISMN製剤 020705収載
SW SW 552 SW-552 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾍﾞﾀｷｰﾙ錠5 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
血管拡張性β 1遮断剤 020705収載

SW SW 553 SW-553 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾍﾞﾀｷｰﾙ錠10 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 020705収載

SW SW 570:2.5 SW-570:2.5 mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ｻﾜｲ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

SW SW 571:5 SW-571:5 mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

SW SW 572:10 SW-572:10 mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ｻﾜｲ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

SW SW-574 100 SW-574 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

SW SW 577 SW-577 100mg:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾌﾛｷｼｰﾙ錠100 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載

SW SW-581 100 SW-581 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞﾅｾﾌｧﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

SW SW 591 SW-591:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

SW SW 592 SW-592:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載
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SW SW 593 SW-593:30 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

SW SW 601 SW-601 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾀﾞﾛﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 沢井製薬 頻尿治療剤 0612商品名変更(前:ｻﾜﾀﾞ
ﾛﾝ)

SW ﾊﾙｽﾛｰ 0.1mg SW-611 SW-611 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙｽﾛｰ0.1mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 沢井製薬・扶桑薬品工業 前立腺肥大に伴う排尿障
害改善剤

050708収載

SW ﾊﾙｽﾛｰ 0.2mg SW-612 SW-612 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙｽﾛｰ0.2mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 沢井製薬・扶桑薬品工業 前立腺肥大に伴う排尿障
害改善剤

050708収載

SW SW-621 SW-621 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾊﾞｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 子宮内膜症治療剤 0311中止 98～99ﾋｰﾄ裏
記号(SW-BX100)削除，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 623 SW-623 裸錠 白 無 ｴﾝﾍﾟﾗｼﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ
複合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾍﾟﾗｼﾝ錠)

SW SW 630:10 SW-630:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ錠10 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 沢井製薬 鎮暈剤 100528収載
SW SW-661 SW-661:SW-CE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾗｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 90中止

SW SW SW-663:SW-SLX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｻﾜﾚｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9409中止
SW SW SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)

0208ﾋｰﾄ表50追加等 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MI50)削

SW ﾐﾉﾍﾟﾝ 50 SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0509本体ｺｰﾄﾞ変更
SW SW SW-666 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄)，本体ｺｰ

ﾄﾞ変更(「ﾐﾉﾍﾟﾝ 100」記載)
0207ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MI100)削除

SW ﾐﾉﾍﾟﾝ 100 SW-666 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0512本体ｺｰﾄﾞ変更(SW削
除，品名記載)

SW SW 668 SW-668 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞｷｻｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 沢井製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 1003中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW-669 SW-669 500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎｽﾏﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 沢井製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0101中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-FM)削除，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW-675 SW-675:SW-CD250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｧﾄﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9510中止 900713収載
SW SW-678 SW-678 250:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記

号(SW-KF250)削除，商
品名記載

SW SW 679 SW-679 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌﾛｷｼｰﾙ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

沢井製薬 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 020705収載

SW SW 681 SW-681 250:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠250mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 沢井製薬 血圧降下剤 1002中止 0509頃商品名
変更(前:ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠)

SW SW 684 SW-684 1:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 沢井製薬 起立性低血圧･片頭痛用
剤

10頃中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃﾞﾙ
ｺﾞｯﾄ錠)

SW ﾘｽﾋﾟﾝ 50mg SW-685 SW-685 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 090515収載
SW SW-687:SW-DEX300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｷｽﾙ300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 沢井製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 90中止
SW SW-688 SW-688 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
3mg 沢井製薬 持効性脳循環代謝改善

剤
99中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-HPL)削除 940708収

SW SW-689:SW-PT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾒｯﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 沢井製薬 脳循環代謝改善剤 9301中止 900713収載
SW SW-690 SW-LS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
SW SW-690  SW-690 SW-690 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(1002迄)

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｽﾋﾟﾝ)

SW ﾘｽﾋﾟﾝ 100mg SW-690 SW-690 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 1002本体ｺｰﾄﾞ変更
SW SW-691:SW-FC20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｻｺｰﾙ20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 92中止
SW SW-692:SW-FC40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｻｺｰﾙ40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 92中止
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SW SW 693 SW-693 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ50)
0308ﾋｰﾄ変更，表50追加
等 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR50)削除

SW SW 694 SW-694 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ100)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR100)削除

SW SW SW-695:SW-TS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 沢井製薬 脳循環代謝改善剤 92中止
SW SW 696 SW-696 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 沢井製薬 鎮暈剤 00本体変更(696追加)，

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW 697 SW 697 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 沢井製薬 血管代謝改善剤 1010中止 0401ﾋｰﾄ変更

99本体刻印 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-SY)削除

SW SW 698 SW-698 5：5mg 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾃﾛｰﾙ錠)
030398ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CA)削除

SW SW 702 SW-OP 裸錠 橙黄ないし橙
黄褐

無 ｵﾍﾟｿﾞﾝ30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 沢井製薬 血管強化･止血剤 92中止

SW SW703:5 SW-703 5:5mg 裸錠(蝶形) 白 有 ﾛｺﾌﾟｰﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg(無水物
として)

沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

091113収載

SW SW 707 SW-707 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

030704収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 708 SW-708 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

030704収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 710 SW-710 10:10mg 裸錠 白 有 ﾛｺﾌﾟｰﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物
として)

沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 711 SW-711 1：1mg 裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾌﾟｰﾙ錠1mg ﾏﾚｲﾝ酸ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 四環系抗うつ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｿﾌﾟｰﾙ錠)

SW SW 712 SW-712 50mg:50mg 裸錠 白 無 ﾌﾚﾆｰﾄﾞ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 713 SW-713 100:100mg 裸錠 白 無 ﾌﾚﾆｰﾄﾞ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 沢井製薬 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 715 SW-715 20:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾄﾞﾅｰ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 沢井製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

020705収載

SW SW 717 SW-717 30:30mg 裸錠 白～微黄白 有 ｵｷﾛｯﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ｵｷ
ﾛｯﾄ錠)

SW SW 720 SW-720 2.5:2.5mg 裸錠 薄黄赤 無 ﾚﾆﾒｯｸ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載

SW SW 721 SW-721 5:5mg 裸錠 薄黄赤 有 ﾚﾆﾒｯｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載

SW SW 722 SW-722 5:5mg 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾀ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 狭心症治療剤 990709収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 723 SW-723 200mg：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｻｲﾎﾟﾘﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｲﾎﾟﾘﾝ錠)
0304ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ)

SW SW-724 SW-724 18.75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(灰色
帯)

ｶﾌﾟﾄﾛﾝ-R ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 沢井製薬 持効性ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ
系降圧剤

0109中止(商品名変更
新:ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙRｶﾌﾟｾﾙ18.75
｢SW｣)

SW SW-725 SW-725 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾗﾙｰﾄRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 旧品名(100528ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜ
ｲ｣に変更) 061208収載
(商品名変更に伴い，前:ｸ
ﾗﾙｰﾄR100)
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SW ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑR 100mg SW-
725

SW-725 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾙｰﾄRｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg)，本体品名記載

SW ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑR 200mg SW-
726

SW-726 200:200 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ
200mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 101119収載

SW SW 727 SW-727 1:1mg 裸錠 白～微黄白 有 ｴﾝﾁﾆﾝ錠1 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)]

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 筋緊張緩和剤 02ﾋｰﾄ変更 960705収載

SW SW 730 SW 730:SW-730 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾌﾟﾘｰﾄﾞ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9801中止 960705収載
SW SW 731 SW-731 7.5:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸｰﾙ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW 732 SW-732 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸｰﾙ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
SW SW 733 SW-733 0.25:0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾝﾃﾞﾑ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 睡眠導入剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾝﾃﾞﾑ錠)
SW SW 735 SW-735 10 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾒｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
081107収載

SW SW736 SW-736:50μ ｇ 裸錠(長方形) 薄黄 有 ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠50μ g｢ｻﾜｲ｣ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰｷ
ﾝｿﾝ病治療剤

060707収載

SW SW737 SW-737:250μ ｇ 裸錠(長方形) 薄緑 有 ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ錠250μ g｢ｻﾜｲ｣ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰｷ
ﾝｿﾝ病治療剤

060707収載

SW SW 741：10 SW-741 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝｽﾞﾌｫｰ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

SW SW 742：20 SW-742 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝｽﾞﾌｫｰ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，旭
化成ﾌｧｰﾏ

尿失禁・頻尿治療剤 050708収載

SW SW 751:15 SW-751:15 mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢ｻﾜｲ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 080704収載
SW SW 752:20 SW-752:20 mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 沢井製薬 睡眠障害改善剤 080704収載
SW SW 757:20 SW-757:20mg 裸錠 白 有 ﾛｺﾌﾟｰﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg(無水物

として)
沢井製薬 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
091113収載

SW SW 770 SW-770 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｵﾘﾍﾞｰﾄ錠1 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

03ﾋｰﾄ変更，1mg追加 99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-770 1mg)
削除 960705収載

SW SW 771 SW-771 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｵﾘﾍﾞｰﾄ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0205ﾋｰﾄ裏変更

SW SW 772 SW-772 3mg：3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｵﾘﾍﾞｰﾄ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0309ﾋｰﾄ変更，3mg追加
等 960705収載

SW SW 773 SW-773 2:2mg 裸錠 白 無 ﾒﾄﾄﾞﾘﾝ錠2 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 低血圧治療剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 775 SW-775 0.5:0.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾘｯｸ錠0.5 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

080704収載

SW SW 777 SW-777 1:1mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾘｯｸ錠1 ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 沢井製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

030704収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW-805:SW-KM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾀﾒﾘﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 89中止
SW SW-881 SW-881 SW-881:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 経口抗真菌剤 040709収載
SW ﾌﾙｺﾅｰﾙ 50mg SW-884 SW-884 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(100528ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ

ﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣に変
SW ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg SW-884 SW-884 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻ

ﾜｲ｣
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ50)

SW SW-885 SW-885 SW-885 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(100528ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜｲ｣に変

SW ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg SW-
885

SW-885 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
ｻﾜｲ｣

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ100)，本体品名記載等

SW SW 899 SW-899 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾛﾄﾝ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 沢井製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

SW SW 900 SW-900 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾛﾄﾝ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 沢井製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

SW SW 901 SW-901 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁﾊﾟｰﾙ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 9310再開 92中止
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SW SW 902 SW-902 400:400 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁﾊﾟｰﾙ錠400 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 0911発売
SW SW 904 SW-904 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾛﾃﾞｲﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟﾛﾃﾞｲﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏
記号(SW-PD)削除

SW SW 905 SW-905 2.5：2.5mg 裸錠 白 有 ｽﾙﾁﾐﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 沢井製薬 緩下剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙﾁﾐﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏
記号(SW-SM)削除

SW SW 907 SW-907 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾞﾁｯﾄ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 沢井製薬 消化管運動調律剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞﾁｯﾄ錠)

SW SW 908 SW-908 150:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾃﾞﾝ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして）

沢井製薬 H2受容体拮抗薬 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW 909 SW-909 75:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾃﾞﾝ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg（ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして）

沢井製薬 H2受容体拮抗薬 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SW SW-912 10 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 080704収載

SW SW-913 5:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾛﾆｸｽS-5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ5mg｢ｻﾜｲ｣に変更)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AXS5)
削除

SW SW-913 5:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾆｸｽS-5)

SW SW-914 SW-914:SW-LS 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 9208中止
SW SW 917 SW-917 0.5：0.5 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾌﾟﾗｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0212ﾋｰﾄ表裏

商品名記載（ｶﾀｶﾅ） 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP0.5)

SW SW 918 SW-918 1：1mg 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg（ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0305ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 98～
99ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP1)

SW SW 919 SW 919 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾋﾟﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 Ca拮抗性降圧剤 0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-NN20)削除

SW SW 920 SW-920 20:20mg 裸錠 白 無 ｻﾜﾄﾞｰﾙL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 沢井製薬 虚血性心疾患治療剤<持
効錠>

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾄﾞｰﾙL錠)

SW SW 921 SW 921 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱｾﾒｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤 本態性振戦治療
剤

02ﾋｰﾄ10mg追加 98～99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-ACE10)
削除

SW ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ 25mg SW-923 SW-923 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 沢井製薬 不整脈治療剤 050708収載
SW ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ 50mg SW-924 SW-924 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 050708収載
SW SW-925 SW-925:SW-CB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 9510中止 940708収載
SW SW 926 SW-926 10mg:10 mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾋﾟﾝ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 Ca拮抗性降圧剤 091113収載
SW SW-928 SW-928 50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄

褐
ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 不整脈治療剤 0012ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ裏SW-
MLA50削除

SW SW-929 SW-929 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 不整脈治療剤 00ﾋｰﾄ変更，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ裏SW-
MLA100削除

SW SW 942 SW-942 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾋﾞﾀﾀﾞﾝ配合錠 ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 神経･筋機能賦活剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾀﾞﾝ錠)

SW SW-943 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 02ﾋｰﾄ裏商品名記載等
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CR0.25)削除

SW SW-944 0.5:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡褐透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0207ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-CR0.5)削除
940708収載

SW SW-945 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
DF0.25)削除 田辺三菱製
薬とﾋｰﾄ異なる
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SW SW-946 0.5:0．5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-DF0.5)
削除 田辺三菱製薬とﾋｰﾄ
異なる

SW SW-947 1:1μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-DF1)
削除 田辺三菱製薬とﾋｰﾄ
異なる

SW SW-948 3:3μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ3 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1005発売
SW SW 961 SW-961 3mg：3mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠3 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1007ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ

ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)
SW SW 962 SW-962 6mg：6mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠6 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1105ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ

ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)
SWA SW A1:2.5 SW-A1 OD:2.5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧症･狭心症治療剤
091113収載

SWA SW A2:5 SW-A2 OD:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧症･狭心症治療剤

091113収載

SWAA SW-AA 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｴﾝｼﾞ/淡黄 ｱﾘｱﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ 沢井製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9409中止
SWAAF SW 012 SW-012 25：25mg 糖衣錠 黄 無 ｱﾘｱﾛﾝF錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0911中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-AAF25)削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SWAB SW-AB 裸錠 白 有 A-ﾍﾞｰｽﾄﾞｯｸ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 沢井製薬 利尿降圧剤 89中止
SWAB SW AB50:50 SW-AB50:50 mg 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 091113収載
SWAB SW AB100:100 SW-AB100:100 mg 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 091113収載
SWAC SW-247:SW-AC 糖衣錠 橙 無 ｱﾘﾁｱﾛﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 沢井製薬 腫脹治療剤 89中止
SWACE SW 921 SW 921 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱｾﾒｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤 本態性振戦治療
剤

02ﾋｰﾄ10mg追加 98～99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-ACE10)
削除

SWACT SW ACT SW-ACT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 060707収載
SWAD SW-299 裸錠 白 無 ｱﾄﾞﾊﾟﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg（ﾀﾓｷｼ

ﾌｪﾝとして）
沢井製薬 抗乳癌剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾄﾞﾊﾟﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98～99
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AD)削除

SWADN SW ADN SW-ADN 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

不整脈治療剤 060707収載

SWAG SW-AG 裸錠 白 有 ｱﾝﾁﾞﾊﾟｰﾙ ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 沢井製薬 動脈硬化用剤 89中止
SWAI SW 161 SW-161 20：20 糖衣錠 白 無 ｱｲﾛﾒｰﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 沢井製薬・日本ｹﾐﾌｧ 筋緊張性疾患治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｲﾛﾒｰﾄ錠)
0305頃ﾋｰﾄ変更

SWAJ SW-065:SW-AJ 糖衣錠 淡緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 92中止
SWAL SW-AL 裸錠 淡黄 有 ｱﾗｷﾞｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 沢井製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9409中止
SWALP SW-ALP 裸錠 淡黄褐 有 ｱﾙﾊﾟﾒﾄﾞ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 沢井製薬 利尿降圧剤 9301中止
SWALZ SW 248 SW-248 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｱﾛﾁｰﾑ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 沢井製薬 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾛﾁｰﾑ錠) 03
頃ﾋｰﾄ変更

SWAM SW 150 SW-150 3mg：3mg 裸錠 白 有 ｱﾘﾏﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾘﾏﾝ錠) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AM)削除

SWAMN SW-102:SW-AMN 裸錠 白 有 ｱﾓﾝT100 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 9409中止
SWAMP SW-301 SW-AMP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250｢ｻﾜｲ｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
SWAN SWAN 2.5 SW-AN2.5:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 高血

圧･狭心症治療剤
080704収載

SWAN SW AN5:5 SW-AN5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 高血
圧･狭心症治療剤

080704収載

SWAO SW 385 SW-385 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0205ﾋｰﾄ50mg追記など
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AO50)
削除

SWAO SW 386 SW-386 100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾏｿﾞﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 沢井製薬 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
AO100)削除，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)
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SWAP SW 128 SW-128 100:100mg 裸錠 白 有 ｱｰﾃﾞﾌｨﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 気管支喘息治療剤 0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載など 900713収載

SWAS SW-AS 糖衣錠 白 無 ｱｽﾋﾟﾛﾝ 沢井製薬 ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9301中止
SWASC SW ASC SW-ASC 裸錠 白 無 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸Ca錠

200mg｢ｻﾜｲ｣
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg(無水

物として)
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 060707収載

SWAT SW 083 SW-083 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL
錠10mg｢ｻﾜｲ｣に変更) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AT10)削

SWAT SW 084 SW-084 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL
錠20mg｢ｻﾜｲ｣に変更) 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-AT20)削

SWATP SW-245:SW-ATP 糖衣錠 赤 無 ATP錠｢ｻﾜｲ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 沢井製薬 代謝性製剤 9409中止
SWAXS SW-913 5:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ｱﾛﾆｸｽS-5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 旧品名(080620ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶ

ﾌﾟｾﾙ5mg｢ｻﾜｲ｣に変更)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-AXS5)
削除

SWAZ SW-AZ 裸錠 淡青 有 ｱｽﾞﾚﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 沢井製薬 消炎剤 9301中止
SWBA SW-403:SW-BA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾋﾞｵｱﾘｱﾝEｶﾌﾟｾﾙ 沢井製薬 消化酵素製剤 90中止
SWBAS SW-BAS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾋﾞｵｱﾘS 沢井製薬 健胃消化剤 92中止
SWBCT SW 410 SW-410 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬 抗潰瘍･精神用剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT50)
0212ﾋｰﾄ変更

SWBCT SW 399 SW-399 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT100)
0302ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ），100mg追加

SWBCT SW 398 SW-398 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT200)

SWBE SW SW-126:SW-BE2 裸錠 白 無 ﾍﾞﾅﾘｰﾙ2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 沢井製薬 気管支拡張剤 92中止
SWBIC SW BIC:2 SW-BIC:2mg 裸錠 薄橙 有 ﾋﾞｶﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 2mg 沢井製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｶﾓｰﾙ錠)
SWBLT SW BLT 80 SW-BLT80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｻﾜｲ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 沢井製薬 前立腺癌治療剤 090515収載
SWBM SW 263 SW-263 0.5:0.5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 沢井製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾀﾒｻｿﾞﾝ錠)
SWBN SW BN2 SW-BN2:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤､高血圧

症･狭心症治療剤
060707収載

SWBN SW BN4:4 SW-BN4:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤､高血圧
症･狭心症治療剤

060707収載

SWBN SW BN8:8 SW-BN8:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤､高
血圧症･狭心症治療剤

060707収載

SWBN SW 444 SW-444 25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾌﾞﾚｼﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 沢井製薬 鎮痛・抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾚｼﾝ錠)

SWBO SW-450 SW-BO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾎﾞﾅﾎﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 9409中止
SWBP SW-105:SW-BP 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾀﾊﾟｰﾙ ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 9510中止
SWBT SW-004:SW-BT 糖衣錠 黄 無 ﾊﾞｲﾁｱﾐﾝ錠 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9409中止
SWBX SW-621 SW-621 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾊﾞｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 子宮内膜症治療剤 0311中止 98～99ﾋｰﾄ裏

記号(SW-BX100)削除，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SWC SW C5:5 SW-C5 5mg:5 mg 裸錠 黄白 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
SWC SW C10：10 SW-C10 10mg：10mg 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
SWC SW C20：20 SW-C20 20mg：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
SWCA SW 698 SW-698 5：5mg 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾙﾃﾛｰﾙ錠)
030398ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CA)削除

SWCB SW-925 SW-925:SW-CB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾙﾊﾞｼﾞﾝLA40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 9510中止 940708収載
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SWCC SW 174 SW-174 125mg：125mg 裸錠 白 無 ｺﾘｸｰﾙ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 沢井製薬 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｸｰﾙ) 0410
錠剤形状変更 0304ﾋｰﾄ
変更 00本体変更

SWCC SW 175 SW-175 250mg:250mg 裸錠 白 無 ｺﾘｸｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 沢井製薬 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｸｰﾙ錠250)
0208ﾋｰﾄ250mg追加
0005本体変更(175追加)

SWCD SW CD1：1 SW-CD1 1mg:1mg 裸錠 白 有 ｶﾃﾞﾒｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

沢井製薬 血圧降下剤 040709収載

SWCD SW CD2：2 SW-CD2 2mg:2mg 裸錠 淡橙 有 ｶﾃﾞﾒｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

沢井製薬 血圧降下剤 040709収載

SWCD SW-675 SW-675:SW-CD250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｧﾄﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9510中止 900713収載
SWCE SW-661 SW-661:SW-CE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾗｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 90中止

SWCET SW CET SW-CET 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ｾﾄﾗｰﾄ錠100mg ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

050708収載

SWCF SW-328 SW-CF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌﾗｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 92中止
SWCFN SW CFN 50 SW-CFN50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
081107収載

SWCFN SW CFN 100 SW-CFN100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載

SWCFT SW-312 SW-312:SW-CFT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9301中止 900713収載
SWCG SW CG:1 SW-CG1:1 mg 裸錠(楕円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ｻﾜｲ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
SWCG SW CG:.25 SW-CG.25:0.25 mg 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 沢井製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
SWCI SW 901 SW-901 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁﾊﾟｰﾙ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 9310再開 92中止
SWCK SW-CK 裸錠 白 有 ｸﾛｹｰﾙ錠 ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 沢井製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9510中止
SWCL SW 159 SW-159 30：30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｺﾘﾘｯｸ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 沢井製薬 鎮痙･鎮痛剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾘﾘｯｸ) 0303
ﾋｰﾄ変更，商品名記載等

SWCM SWCM 50 SW-CM50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢ｻﾜｲ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

SWCM SW-CM100 糖衣錠 黄 無 ｺﾙﾒｰﾄ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 沢井製薬 中枢性筋弛緩剤 92中止
SWCM SWCM 200 SW-CM200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

SWCMX SW 071 SW 071 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶﾝﾒｯｸｽ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-CMX)削除 920710
収載

SWCN SW-085:SW-CN50 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50｢ｻﾜｲ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 沢井製薬 脳血流促進剤 92中止
SWCOM SW COM:4 SW-COM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾚﾐﾅｰﾙ錠4mg ﾌﾙﾀｿﾞﾗﾑ 4mg 沢井製薬･田辺三菱製薬 消化管機能安定剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾚﾐﾅｰﾙ錠)
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

SWCPN SW CPN:75 SW-CPN75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

090515収載

SWCR SW-943 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 02ﾋｰﾄ裏商品名記載等
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
CR0.25)削除

SWCR SW-944 0.5:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡褐透明 ｶﾙﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0207ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-CR0.5)削除
940708収載

SWCS SW-CS 裸錠 白 有 ｺｶｾﾘﾝ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈
用剤

9301中止

SWCT SW 089 SW-089 30:30mg 裸錠 白 無 ｸﾗﾙｰﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 沢井製薬 Ca拮抗剤 旧品名(100528ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩錠30mg｢ｻﾜｲ｣に
変更) 061208収載(商品
名変更に伴い，前:ｸﾗﾙｰ

55 / 225 ページ



SWCTR SW CTR 5 SW-CTR5 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｻﾜ
ｲ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

SWCTR SW CTR 10 SW-CTR10 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

SWCW SW CW2 SW-CW2 2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｽﾛｰ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0512ﾋｰﾄ変更，ｺｰﾄﾞ記載
050708収載

SWCW SW CW4 SW-CW4 4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｽﾛｰ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0512ﾋｰﾄ変更，ｺｰﾄﾞ記載
050708収載

SWCZ SWCZ 50 SW-CZ50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
50mg｢ｻﾜｲ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 070706収載

SWCZ SWCZ 100 SW-CZ100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg 沢井製薬 不整脈治療剤 070706収載

SWDA 5 SW-DA 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 9409中止
SWDA 2 SW-021 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 沢井製薬 抗不安剤 旧本体(99まで)
SWDC SW-041:SW-DC 糖衣錠 橙 無 ﾀﾞｸﾁﾚｰﾄ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 沢井製薬 鎮痙剤 89中止
SWDEX SW-687:SW-DEX300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｷｽﾙ300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 沢井製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 90中止
SWDF SW-945 0.25:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-

DF0.25)削除 田辺三菱製
薬とﾋｰﾄ異なる

SWDF SW-946 0.5:0．5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-DF0.5)
削除 田辺三菱製薬とﾋｰﾄ
異なる

SWDF SW-947 1:1μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 沢井製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-DF1)
削除 田辺三菱製薬とﾋｰﾄ
異なる

SWDG SW 684 SW-684 1:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 沢井製薬 起立性低血圧･片頭痛用
剤

10頃中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃﾞﾙ
ｺﾞｯﾄ錠)

SWDX SW SW-DX50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾞｷｻ錠50 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 89中止
SWDX SW SW-DX100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾞｷｻ錠100 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 89中止
SWDZ SW 162 SW 162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｺﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 沢井製薬 筋緊張循環改善剤 9903中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-DZ)削除 900713収
SWE SW E5:5 SW-E5:5 mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

SWE SW E10:10 SW-E10:10 mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

SWEP SW 623 SW-623 裸錠 白 無 ｴﾝﾍﾟﾗｼﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ
複合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾍﾟﾗｼﾝ錠)

SWEPT SW EPT SW-EPT 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾀｯﾄ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 沢井製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
SWER SW SW-ER ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
SWES SW-ES ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｽﾀ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 沢井製薬 粘膜正常化剤 90中止
SWES SWES 5 SW-ES5:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
080704収載

SWES SW ES:10 SW-ES10:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 沢井製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

SWET SW-074:SW-ET 裸錠 黄 有 ｴﾁﾌﾛﾝ5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 沢井製薬 循環増強剤 9409中止
SWETM SW-122:SW-ETM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾀﾒｰﾄ 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 沢井製薬 鎮咳･気道粘液溶解剤 9301中止
SWETR SW 142 SW-142:SW-ETR 糖衣錠 白 無 ｴﾄﾗﾌﾟﾁﾝ錠1 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9504中止 940708収載
SWF SW F10:10 SW-F10:10mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ

ﾝ口腔内崩壊錠)
1003頃本体裏10追加(味
もﾒﾝﾄｰﾙからｵﾚﾝｼﾞﾖｰｸﾞﾙ
ﾄへ変更) 060707収載

SWF SW F20:20 SW-F20:20mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

1003頃本体裏20追加(味
もﾒﾝﾄｰﾙからｵﾚﾝｼﾞﾖｰｸﾞﾙ
ﾄへ変更) 060707収載

SWFAD SW-008:SW-FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 FAD錠10｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 90中止
SWFAD SW-009:SW-FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠15｢ｻﾜｲ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9509中止
SWFC SW-691:SW-FC20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｻｺｰﾙ20 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 92中止
SWFC SW-692:SW-FC40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｻｺｰﾙ40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 92中止
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SWFE SW 344 SW344 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛﾁｰﾑ錠50 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

沢井製薬 可溶性の非ｲｵﾝ型鉄剤 03頃ﾋｰﾄ変更 940708収
載

SWFM SW-669 SW-669 500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎｽﾏﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 沢井製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0101中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-FM)削除，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SWFP SW 120 SW-120 4:4mg 裸錠 白 無 ﾌﾙﾍﾟﾝA 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 沢井製薬 気道粘液溶解剤 旧品名(0606迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾌﾙﾍﾟﾝ錠
4mg)

SWFV SW FV1 SW-FV1 25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

SWFV SW FV2 SW-FV2 50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

SWFV SW FV3 SW-FV3 75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ｻﾜｲ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 沢井製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

SWGF SW-GF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｹﾞﾌｧﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 沢井製薬 胃炎･胃･十二指腸潰瘍
治療剤

92中止

SWGFS SW-GFS 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐透明 ｹﾞﾌｧﾛﾝS-100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 沢井製薬 胃炎･胃･十二指腸潰瘍
治療剤

92中止

SWGL SW-GL 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 沢井製薬 解毒剤 89中止
SWGLU SW 236 SW-236 40mg：40mg 裸錠 白 有 ｸﾞﾙﾀﾐｰﾙ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
経口血糖降下剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾞﾙﾀﾐｰﾙ錠)
03頃ﾋｰﾄ変更

SWGM SW GM1:1 SW-GM1:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 沢井製薬 経口血糖降下剤 101119収載
SWGM SW GM3:3 SW-GM3:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 沢井製薬 経口血糖降下剤 101119収載
SWGT SW-135:SW-GT 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾘﾁｵｰﾙ 沢井製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ･解毒･肝臓機

能改善剤
中止 9203まで

SWGT SW 143 SW-143 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾘﾁｵｰﾙ錠 沢井製薬 肝臓疾患用剤･抗ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ用薬

0912中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-GT)削除

SWHC SW-HC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/淡黄 ﾋﾒｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ｻﾜｲ｣ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 沢井製薬 利胆剤 89中止
SWHN SW SW-341:SW-HN 裸錠 白 無 ﾎﾊﾟﾅｰﾙ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 沢井製薬 脳代謝賦活･精神症状改

善剤
89中止

SWHP SW 432 SW-432 2mg：2mg 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 沢井製薬 循環改善剤 0706中止 0306頃ﾋｰﾄ変
更 0004本体刻印 舌下錠

SWHP SW-429:SW-HP 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 沢井製薬 脳･末梢循環障害改善剤 9409中止 舌下錠 十字割
線

SWHPL SW-688 SW-688 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾃﾞﾗﾊﾟｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

3mg 沢井製薬 持効性脳循環代謝改善
剤

99中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-HPL)削除 940708収

SWHR SW-016:SW-HR500 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾗｾﾄﾞﾝ500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 92中止
SWHS SW-HS 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ﾍﾙｽﾀｲﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 沢井製薬 高脂質血症治療剤 92中止
SWIS SW 390 SW-390 5:5mg 糖衣錠 白 無 ｲｿｸﾘﾝ糖衣錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-IS5)削除 900713収
載

SWIT SW-097 SW-IT 裸錠 白 有 ｲﾀｻﾘﾐﾝ 沢井製薬 解熱鎮痛剤 89中止
SWITD SW ITD50:50 SW-ITD50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬 消化管運動賦活剤 080704収載

SWKA SW 338 SW-338 10:10mg 裸錠 橙黄 有 ｶｲﾄﾛﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 沢井製薬 代謝性強心剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｲﾄﾛﾝT10)
0001本体刻印追加 98ﾋｰ
ﾄ裏記号(T10 SW-KA)削

SWKB SW-KB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｶｲﾎﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 沢井製薬 鎮咳剤 89中止
SWKB SW-111:SW-KB 糖衣錠 緑 無 ｶｲﾎﾞｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 沢井製薬 鎮咳剤 9301中止
SWKF SW-678 SW-678 250:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記

号(SW-KF250)削除，商
品名記載

SWKM SW-805:SW-KM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾀﾒﾘﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 89中止
SWKN SW-KN50 糖衣錠 橙 無 ｹﾝﾄﾝ50 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 89中止
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SWKNS SW-020 200:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｹﾝﾄﾝS ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新：ｹﾝﾄﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ200ｍｇ) 0002色変
更(以前:橙赤透明) 99ﾋｰ
ﾄ裏記号(SW-KNS)削除

SWKR SW 693 SW-693 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ50)
0308ﾋｰﾄ変更，表50追加
等 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR50)削除

SWKR SW 694 SW-694 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾅｺｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 沢井製薬 循環機能改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾅｺｰﾙ100)
98ﾋｰﾄ裏記号(SW-
KR100)削除

SWKT SW-141 SW-141 1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg（ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として）

沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ｹﾄﾃ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0306ﾋｰﾄ変更
98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-

SWKTN SW-079 SW-KTN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｹﾝﾄﾝNｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 沢井製薬 微小循環賦活剤 9409中止
SWLF SW-LF 100 SW-LF100:100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 090515収載

SWLIM SW LIM SW-LIM 5μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾏﾙﾓﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

050708収載

SWLND SW LND:0.25 SW-LND 0.25mg:0.25 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾚﾝﾃﾞﾑD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 睡眠導入剤 090515収載

SWLP SW-295 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅﾎﾟﾝ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 沢井製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗悪性腫瘍剤 98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
LP50)削除

SWLP SW-296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅﾎﾟﾝ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 沢井製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗悪性腫瘍剤 98～99ﾋｰﾄ裏記号(SW-
LP100)削除

SWLS SW-914 SW-914:SW-LS 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 9208中止
SWLS SW-690 SW-LS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
SWLT SW LT5：5 SW -LT5 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｱｳﾄ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 沢井製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
040709収載

SWMA SW-MA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾏｽﾄｯﾌﾟ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 沢井製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9409中止
SWMB SW 907 SW-907 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾞﾁｯﾄ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 沢井製薬 消化管運動調律剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌﾞﾁｯﾄ錠)
SWMC SW 470 SW-470 15mg：15mg 裸錠 白 有 ﾒｸﾛｾﾘﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15ｍｇ｢ｻﾜ
ｲ｣) 0304ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-MC)削除

SWMCS SW 418 SW 418 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｯｸﾀｰｾﾞ錠S 沢井製薬 総合消化酵素製剤 1105中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-MCS)削除

SWMCT SW-419:SW-MCT 糖衣錠 白 無 ﾏｯｸﾀｰｾﾞE糖衣錠 沢井製薬 消化酵素製剤 90中止
SWMD SW-MD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 沢井製薬 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
SWMDN SW 026 SW-026 0.4mg:0.4mg 裸錠 白 有 ﾒﾃﾞﾎﾟﾘﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-

MDN0.4)削除 920710収
SWMDP SW 435 SW-435 40mg：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞﾋﾟﾝ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 沢井製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
03頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MDP40)削除
900713収載

SWME SW 037 SW 037 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ0.5mg追加 98ﾋｰﾄ
裏記号(SW-ME0.5)削除

SWME SW 038 SW-038 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾞｨﾋﾟｰｽ錠1 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神安定剤 02ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-ME1)削除 920710収
載

SWMES SW MES:250 SW-MES:250 mg 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日本薬品工業-沢井製薬 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載
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SWMI SW SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧本体ｺｰﾄﾞ(0510迄)
0208ﾋｰﾄ表50追加等 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MI50)削

SWMI SW SW-666 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄)，本体ｺｰ
ﾄﾞ変更(「ﾐﾉﾍﾟﾝ 100」記載)
0207ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-MI100)削除

SWMIP SW 917 SW-917 0.5：0.5 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾌﾟﾗｿﾞ
ｼﾝとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0212ﾋｰﾄ表裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ） 98
ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP0.5)

SWMIP SW 918 SW-918 1：1mg 裸錠 白 有 ﾐｽﾞﾋﾟﾛﾝ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg（ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 血圧降下剤 0708中止 0305ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 98～
99ﾋｰﾄ裏記号(SW-MIP1)

SWMIZ SW SW-303:SW-MIZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡紅白 無 ﾐｽﾞﾃｯｸ錠50 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 98中止
SWML SW-ML 裸錠 淡橙 有 ﾒﾁﾌﾟﾗﾝ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 沢井製薬 利尿降圧剤 92中止
SWML SW ML15 SW-ML15:15 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢ｻﾜｲ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

SWML SW ML25 SW-ML25：25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

SWML SW ML50:50 SW-ML50:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢ｻﾜｲ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

091113収載

SWMLA SW-928 SW-928 50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 不整脈治療剤 0012ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ裏SW-
MLA50削除

SWMLA SW-929 SW-929 100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 不整脈治療剤 00ﾋｰﾄ変更，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ裏SW-
MLA100削除

SWMP SW-242:SW-MP50 糖衣錠 白 無 ﾏｽﾋﾟﾛﾝ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 沢井製薬 自律神経賦活剤 9409中止
SWMR SW-045 SW-045 1:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾛﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 止瀉剤 0706商品名変更(前:ﾐﾛﾋﾟ

ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0001ﾋｰﾄ変更(1
追加)

SWMS SW-061:SW-MS 糖衣錠 白 無 ﾒｸﾛｻｰﾄ 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 沢井製薬 脳代謝改善意識障害治
療剤

9301中止

SWMT SW 376 SW-376 500:500μ g 糖衣錠 淡黄 無 ﾒﾁｸｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 沢井製薬・日本ｹﾐﾌｧ 末梢性神経障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾁｸｰﾙ500)
0203ﾋｰﾄ変更

SWMX SW MX5:5 SW-MX5:5 mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
SWMX SW MX10:10 SW-MX10:10 mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 沢井製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
SWMZ SW 428 SW-428 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｿﾞﾙﾐﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 沢井製薬 心臓選択性β 遮断剤 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-MZ50)

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SWNC SW-NC 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾀ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 沢井製薬 脂質代謝･末梢血行改善

剤
92中止

SWNE S 5 SW-NE 裸錠 白 有 ﾈﾙﾒｰﾄ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 睡眠誘発剤，抗痙攣剤 9409中止
SWNFCR SWNF CR10 SW-NF CR10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠10mg｢ｻﾜ

ｲ｣
ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血

圧･狭心症治療剤
060707収載

SWNFCR SWNF CR20 SW-NF CR20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

060707収載

SWNFCR SWNF CR40 SW-NF CR40:40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠40mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

060707収載

SWNI SW 223 SW-223 5：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ)

SWNI SW 225 SW-225 10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10)

SWNIF SW-452 SW-452:SW-NIF 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾌﾛｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 9301中止 900713収載
SWNL SW-099:SW-NL 糖衣錠 帯黄白 無 ﾉｰﾒﾘﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 沢井製薬 抗ｾﾛﾄﾆﾝ剤 92中止
SWNM SW-NM 裸錠 白 有 ﾉｰﾏﾙﾐﾝ ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 沢井製薬 精神神経用剤 90中止
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SWNN SW 919 SW 919 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾋﾟﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 沢井製薬 Ca拮抗性降圧剤 0203ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-NN20)削除

SWNO SW 027 SW-027 10：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ
ﾙﾝ10)

SWNO SW 028 SW-028 25：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄緑 無 ﾉｰﾏﾙﾝ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 沢井製薬 三環系抗うつ剤 0712商品名変更(前:ﾉｰﾏ
ﾙﾝ25)

SWNT SW-NT 裸錠 白 有 ﾉｲﾀｰｾﾞ90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 沢井製薬 消炎酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)
SWNT SW 218 SW-218 30mg：30mg 裸錠 白 無 ﾉｲﾀｰｾﾞ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 沢井製薬 腫脹緩解用酵素製剤 0912中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ﾉｲ
ﾀｰｾﾞ30)

SWOP SW 702 SW-OP 裸錠 橙黄ないし橙
黄褐

無 ｵﾍﾟｿﾞﾝ30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 沢井製薬 血管強化･止血剤 92中止

SWPA SW 075 SW 075 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛｽｴｰﾄﾞ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 沢井製薬 高脂血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｽｴｰﾄﾞ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更

SWPAP SW SW-158:SW-PAP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑 無 ﾊﾟﾝﾍﾟﾗﾝ ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 沢井製薬 鎮痙･鎮痛剤 9409中止

SWPAT SW-PAT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠60｢ｻﾜｲ｣ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 沢井製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 89中止
SWPD SW 904 SW-904 25mg：25mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾛﾃﾞｲﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟﾛﾃﾞｲﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏
記号(SW-PD)削除

SWPEN SW-430:SW-PEN 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾝｾﾘﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 沢井製薬 冠循環増強剤 9301中止
SWPEN SW 431 SW-431 25：25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾝｾﾘﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 沢井製薬 冠循環増強剤 1002中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ﾍﾟﾝ
ｾﾘﾝ25)

SWPH SW 267 SW-267 25:25mg 裸錠 白～微黄 無 ﾊﾟﾊﾟｺｰﾙ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 沢井製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 1003中止
SWPI SW-011:SW-PI30 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾄﾞﾋﾟﾄﾞﾝ30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 沢井製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 92中止
SWPIR SW-451 SW-451 20：20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟﾛｷﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 解熱鎮痛消炎剤 0706中止 0308ﾋｰﾄ変更，

表20追加等 98～99ﾋｰﾄ
裏記号(SW-PIR20)削除

SWPL SW-042:SW-PL 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾊﾟｰﾙ ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 沢井製薬 消化器機能異常治療剤 92中止
SWPL SW 058 SW-058：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾘﾝﾊﾟｰﾙ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg(塩酸ﾒﾄｸ

ﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て)

沢井製薬 消化器機能異常改善剤 1003中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝ
ﾊﾟｰﾙ錠)，ﾋｰﾄ裏記号変
更(3.84mg→5mg)

SWPLZ SW PLZ:75 SW-PLZ OD:OD 75 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸOD錠75mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ 75mg 沢井製薬 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 101119収載

SWPO SW-330 SW-330:SW-PO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾍﾟﾝﾎﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 90中止
SWPP SW 195 SW-195 20:20mg 糖衣錠 赤褐 無 ﾊﾟﾝﾊﾟｰﾙ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 沢井製薬 肝疾患治療剤 0703中止
SWPPV SW PPV 10 SW-PPV10:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10mg｢ 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 沢井製薬 尿失禁･頻尿治療剤 060707収載
SWPPV SW PPV 20 SW-PPV20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20mg｢ 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 沢井製薬 尿失禁･頻尿治療剤 060707収載
SWPRI SW 433 SW-433 200:200mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾌﾟﾘﾝﾒｰﾄ錠200mg ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 沢井製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 1003中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝ
ﾒｰﾄ錠)

SWPRR SW 961 SW-961 3mg：3mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠3 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1007ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ
ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)

SWPRR SW 962 SW-962 6mg：6mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾘﾙ錠6 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 精神神経安定剤 1105ﾏｲﾗﾝ製薬中止(ﾏｲﾗ
ﾝ製薬はﾊﾞﾗのみ)

SWPT SW-689:SW-PT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾒｯﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 沢井製薬 脳循環代謝改善剤 9301中止 900713収載
SWPU SW 361 SW-361 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg（ﾌﾞﾛﾓｸ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして）
沢井製薬 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾝ錠)
0210ﾋｰﾄ変更 98～99ﾋｰﾄ
裏記号(SW-PU)削除

SWRF SW-327 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/暗赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150｢ｻﾜ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 沢井製薬 結核治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
SWRI SW 343 SW-343 3：3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘｻﾞｽﾄ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 3mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 RA寛解導入剤 1103久光製薬中止
SWRMT SW RMT SW-RMT 裸錠 白～淡黄白 有 ﾗﾐﾃｸﾄ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
沢井製薬･ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 1004販売元変更，統合に

伴い(前:ｲﾝﾃﾝﾃﾞｨｽ)
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SWRP SW RP1 SW-RP1:1 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 沢井製薬 抗精神病剤 070706収載
SWRP SW RP2 SW-RP2:2 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 沢井製薬 抗精神病剤 070706収載
SWRP SW RP3 SW-RP3:3 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 沢井製薬 抗精神病剤 080704収載
SWRP SW RP5 SW-RP5:1mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 沢井製薬 抗精神病剤 090515収載

SWRP SW RP6 SW-RP6:2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 沢井製薬 抗精神病剤 090515収載

SWRP SW RP7 SW-RP7:3mg OD 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ｻﾜｲ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 沢井製薬 抗精神病剤 100528収載

SWRUL SW RUL SW-RUL 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾘｼﾝ錠150mg ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 沢井製薬 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生物質製剤

050708収載

SWRZ SW RZ10 SW-RZ10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

SWRZ SW RZ20 SW-RZ20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

SWRZ SW-100:SW-RZ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｲｿﾞﾛﾝ100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 92中止
SWSA SW-313 SW-SA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾜﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 沢井製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
SWSD SW 601 SW-601 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾀﾞﾛﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 沢井製薬 頻尿治療剤 0612商品名変更(前:ｻﾜﾀﾞ

ﾛﾝ)
SWSED SW-392:SW-SED5 糖衣錠 淡青緑 無 ｾﾃﾞﾊﾟﾑ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 沢井製薬 抗不安剤 89中止
SWSL SW 920 SW-920 20:20mg 裸錠 白 無 ｻﾜﾄﾞｰﾙL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 沢井製薬 虚血性心疾患治療剤<持

効錠>
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾄﾞｰﾙL錠)

SWSLX SW SW-663:SW-SLX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｻﾜﾚｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 沢井製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9409中止
SWSM SW 905 SW-905 2.5：2.5mg 裸錠 白 有 ｽﾙﾁﾐﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 沢井製薬 緩下剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾙﾁﾐﾝ錠)
0306頃ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ裏
記号(SW-SM)削除

SWSPR SW-224:SW-SPR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾌﾟﾛｰｾﾞ ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 沢井製薬 酵素製剤 88中止
SWSPT SW SPT:50 SW-SPT50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 沢井製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SWSPT SW SPT:100 SW-SPT100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 沢井製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

SWSR SW-040:SW-SR 糖衣錠 白 無 ｾﾙﾒｰﾄ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 沢井製薬 抗不安剤 9409中止
SWSS SW 157 糖衣錠 桃 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ｻﾜｲ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

沢井製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)

SWST SW-067:SW-ST 裸錠 白 有 ｻﾜﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 沢井製薬 β 遮断剤 9510中止
SWST SW-076  SW-076 SW-076 60:60mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾜﾀｰﾙLAｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 沢井製薬 徐放性高血圧・狭心症治

療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾀｰﾙLAｶﾌﾟ
ｾﾙ) 9911ﾋｰﾄ変更(60追
加) 98ﾋｰﾄ裏記号(SW-

SWST SW-439:20 SW-ST 裸錠 白 有 ｻﾜﾀｰﾙ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 沢井製薬 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 89中止
SWSTN SW 461 SW-461 250:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾃﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 沢井製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜﾃﾝ錠)

SWSU SW 106 SW-106 100:100mg 裸錠 黄 有 ｽﾘﾝﾍﾟﾝ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 沢井製薬 消炎鎮痛剤 0706中止 0205ﾋｰﾄ100追
加など 00本体刻印

SWSY SW 697 SW 697 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 沢井製薬 血管代謝改善剤 1010中止 0401ﾋｰﾄ変更
99本体刻印 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-SY)削除

SWSZ SW-SZ 糖衣錠 白 無 ｻﾜｼﾞｰﾙ ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 沢井製薬 ﾄﾘｺﾓﾅｽ治療剤 89中止
SWTC SW-TC 裸錠 淡橙 有 ﾄﾗﾝｺｰﾄ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 沢井製薬 筋弛緩剤 92中止
SWTC SW TC1 SW-TC1:1 mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 沢井製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

SWTC SW TC2 SW-TC2:2 mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 沢井製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

SWTC SW TC4 SW-TC4:4 mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 沢井製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

61 / 225 ページ



SWTDS SWTDS 5 SW-TDS5:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ｻﾜｲ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安剤 080704収載

SWTDS SWTDS 10 SW-TDS10:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢ｻﾜｲ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安剤 080704収載

SWTDS SW TDS:20 SW-TDS20:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢ｻﾜｲ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安剤 091113収載

SWTFX SW TFX 75 SW-TFX75:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載

SWTFX SW TFX 150 SW-TFX150:150 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載

SWTI SW 362 SW-362 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾁｸﾋﾟﾛﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 抗血小板剤 0706商品名変更(前:ﾁｸﾋﾟ
ﾛﾝ錠) 00ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ
裏SW-TI削除

SWTL SW-440 100 糖衣錠 黄 無 ﾃｸﾛﾝ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 微小循環改善剤 9909中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-TL)削除

SWTM SW-TM 裸錠 白 無 ﾄﾙﾏｲﾄﾞ250 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 沢井製薬 血糖降下剤 92中止
SWTMF SW TMF:40 SW-TMF 裸錠 白 有 ﾄﾚﾐﾌｪﾝ錠40mg｢ｻﾜｲ｣ ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ 40mg(ﾄﾚﾐﾌｪ

ﾝとして)
ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

乳癌治療剤 060707収載

SWTN SW 082 SW-082 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾀﾘｯｸ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 沢井製薬 心・腎疾患治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾝﾀﾘｯｸ) 0002
本体変更(082追加)，ﾋｰﾄ
変更(50追加)

SWTO SW SW-287:SW-TO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ
ﾙ形)

白 無 ﾄﾛﾝｺｰﾙ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 沢井製薬 合成抗菌剤 90中止

SWTR SW-405:SW-TR 糖衣錠 淡黄橙 無 ﾄﾗﾗﾝﾀ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 沢井製薬 過敏大腸症治療剤 9409中止
SWTR SW-406:SW-TR15 糖衣錠 白 無 ﾄﾗﾗﾝﾀ錠15 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 15mg 沢井製薬 過敏大腸症治療剤 89中止
SWTS SW 696 SW-696 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 沢井製薬 鎮暈剤 00本体変更(696追加)，

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SWTS SW SW-695:SW-TS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 沢井製薬 脳循環代謝改善剤 92中止
SWTT SW-139 SW-139:SW-TT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9510中止 900713収載
SWTTF SW 352 SW-352 50mg：50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾄﾌｨｽ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 自律神経調整剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾌｨｽ錠) 0304
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-TTF)削除

SWUP SW 396 SW-396 0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾕｰﾊﾟﾝ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰﾊﾟﾝ0.5)

SWUP SW 397 SW-397 1:1mg 裸錠 白 有 ﾕｰﾊﾟﾝ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰﾊﾟﾝ1.0)

SWURM SW URM SW-URM 裸錠 白 有 ｳﾘﾝﾒｯﾄ配合錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ

231.5mg，
195.0mg

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾙｶﾘ化療法剤〈酸性尿・
ｱｼﾄﾞｰｼｽ改善〉

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾘﾝﾒｯﾄ錠)

SWV SW V2:SW-V2 0.2 0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

SWV SW V3:SW-V3 0.3 0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

SWVB SW 125 SW-125 4 裸錠 白 有 ﾍﾞﾍﾞﾛﾝ 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 4mg 沢井製薬 気管支拡張剤 0109中止 00本体刻印，
ﾋｰﾄ変更(4追加)裏商品
名記載

SWVD SW 942 SW-942 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾋﾞﾀﾀﾞﾝ配合錠 ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 神経･筋機能賦活剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾀﾞﾝ錠)

SWVG SW VG2：0.2 SW-VG2 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg「SW」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
SWVG SW VG3：0.3 SW-VG3 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg「SW」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
SWVM SW 014 SW-014 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾋﾞﾀﾏﾙ配合錠 沢井製薬-扶桑薬品工業 神経･筋機能賦活剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾀﾏﾙ錠)
SWXZ SW 108 SW-108 200：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｷｻﾌﾟｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0706中止 03ﾋｰﾄ変更，表

200追加等 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-XZ200)削除

62 / 225 ページ



SWZR SW 072 SW 072 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｻﾞﾌﾞﾛﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 脳循環･代謝改善剤 9903中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-ZR)削除 940708収

SX h 142 SX-0.5 h-142 裸錠 白 有 ｾﾀﾞｷｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 高血圧治療剤 9603中止 900713収載
SX h 143 SX-1 h-143 裸錠 薄橙 有 ｾﾀﾞｷｼﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ)
高血圧治療剤 9305中止 900713収載

SXE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 胃炎･胃潰瘍治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9310ﾋｰﾄ変更

SXS HOE-SXS  EU-40  HOE-
SXS  EU-40

HOE-SXS EU-40 40mg：
40mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｵｲﾃﾝｼﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 降圧剤(持効性ﾌﾛｾﾐﾄﾞ) 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｲﾃﾝｼﾝ)

SY SY 糖衣錠 橙 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠50mg｢ｾｲｺｰ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 生晃栄養薬品 不整脈治療剤 9404中止
SY AP･SY 軟ｶﾌﾟｾﾙ(球形) 淡桃透明 ｱﾎﾟﾃﾘﾝA ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 生晃栄養薬品 高脂血症治療剤 9905中止
SY SY 糖衣錠 淡黄緑 無 ｱﾝﾄﾙ25 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 生晃栄養薬品 解熱鎮痛消炎剤 9412中止
SY SY 糖衣錠 淡黄緑 無 ｱﾝﾄﾙ50 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 50mg 生晃栄養薬品 解熱鎮痛消炎剤 9404中止
SY SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾉｼﾝ錠｢ｾｲｺｰ｣ ｲﾉｼﾝ 200mg 生晃栄養薬品 細胞賦活剤 9603中止
SY SY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅/淡紅 ｲﾙﾓﾝﾄﾞ･100 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 100mg 生晃栄養薬品 解熱鎮痛消炎剤 中止
SY SY 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｽﾙﾎﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 生晃栄養薬品 血管強化･止血剤 9412中止

SY SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ錠50mg｢ｾｲ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 生晃栄養薬品 消化性潰瘍治療剤 9412中止
SY SY 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25mg｢ｾｲ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 生晃栄養薬品 冠循環改善剤 9412中止
SY SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾏｸﾘｯﾄ錠100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 生晃栄養薬品 精神情動安定剤 9509中止 900713収載
SY SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾏｸﾘｯﾄ錠200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 生晃栄養薬品 精神情動安定剤 9509中止 900713収載
SY SY 裸錠 黄 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ｾｲ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 生晃栄養薬品 利尿降圧剤 9412中止
SY SY 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｾｲ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 生晃栄養薬品 消化性潰瘍治療剤 9412中止
SY 裸錠(楕円形) 白 有 ｾｵｸﾞﾙﾐﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 長生堂製薬 血糖降下剤 旧品名(090925ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐ

ﾄﾞ錠2.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄ

SY SY 裸錠 淡黄 無 ｾｺﾁﾈﾝ錠 ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 生晃栄養薬品 末梢血管拡張剤 中止
SY SE-SY 糖衣錠 暗赤褐 無 ｾﾈﾊﾞｸｰﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

生晃栄養薬品・ｶｲｹﾞﾝ 植物性緩下剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾈﾊﾞｸｰﾙ)

SY SY 糖衣錠 黄 無 ﾁｱﾐｼﾞﾝF10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9412中止
SY SY 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢ｾｲ

ｺｰ｣
ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 生晃栄養薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9412中止

SY SY TR-SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝｾﾌﾟﾄﾝ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 生晃栄養薬品 解熱鎮痛消炎剤 98中止 同じ本体ｺｰﾄﾞの
製品多数あり

SY SY 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞﾚﾊﾞﾝ 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9412中止
SY SY 裸錠 灰褐 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠500mg｢ｾｲ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 生晃栄養薬品 合成抗菌剤 9412中止
SY SY 糖衣錠 淡黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠｢ｾｲｺｰ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 中止
SY SY 糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾍｷｻﾝ錠｢10mg｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9412中止
SY SY 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾍｷｻﾝ錠｢30mg｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9412中止
SY SY 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢ｾｲｺｰ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 生晃栄養薬品 高血圧･不整脈治療剤 9412中止
SY SY 糖衣錠 淡紅 無 ﾌﾞﾉｽｷﾝ ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 生晃栄養薬品 強心配糖体製剤 9404中止
SY SY 裸錠 白 有 ﾍﾞﾀｳﾚｰﾙ ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 生晃栄養薬品 炭酸脱水素酵素抑制剤 9603中止
SY HE-SY 糖衣錠 緑 無 ﾍﾓｽﾀｯﾁ ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ 25mg 生晃栄養薬品 痔疾用剤 9603中止
SY SY 糖衣錠 淡黄 無 ﾒﾝﾃﾅﾝ錠｢10mg｣ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 10mg 生晃栄養薬品 自律神経賦活剤 9412中止
SY SY 裸錠 淡黄 無 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10mg｢ｾｲ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 生晃栄養薬品 強心剤 9412中止
SY SY SY 裸錠 白 無 ﾘｿﾞｽﾐﾝ10 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 生晃栄養薬品 消炎酵素剤 9404中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ

の製品多数あり
SY SY LY30SY (30は小文字) 裸錠 白 無 ﾘｿﾞｽﾐﾝ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 生晃栄養薬品 消炎酵素剤 0512中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ

の製品多数あり
SY SY SY 裸錠 黄 無 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠10mg｢ｾｲ

ｺｰ｣
塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 10mg 生晃栄養薬品 循環増強剤 9404中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ

の製品多数あり
SY SY SY 裸錠 黄 無 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠5mg｢ｾｲ

ｺｰ｣
塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 生晃栄養薬品 循環増強剤 9404中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ

の製品多数あり
SY SY 糖衣錠 黄 無 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100mg｢ｾ

ｲｺｰ｣
塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 生晃栄養薬品 抗痙縮剤 9412中止

SY FAD15SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠15mg｢ｾｲｺｰ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 中止
SY PA20SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾋﾞｵｽ20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 生晃栄養薬品 肝臓障害治療剤 9603中止
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SY SY CI50SY 裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50mg｢ｾｲｺｰ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 生晃栄養薬品 脳血流促進剤 9603中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ
の製品多数あり

SY MA50SY 糖衣錠 淡黄 無 ﾒﾝﾃﾅﾝ錠｢50mg｣ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 生晃栄養薬品 自律神経賦活剤 9412中止
SY SY LY90SY (90は小文字) 裸錠 白 有 ﾘｿﾞｽﾐﾝ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 生晃栄養薬品 消炎酵素剤 0912中止 0712商品名変

更(前:ﾘｿﾞｽﾐﾝ90) 同じ本
体ｺｰﾄﾞの製品多数あり

SY ES100SY 軟ｶﾌﾟｾﾙ(球形) 赤 ｴｾﾌﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 生晃栄養薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｾﾌﾞﾛﾝ100)

SY GT100SY 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢ｾｲｺｰ｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 生晃栄養薬品 解毒剤 9512中止
SY SY SY214SV 裸錠 淡黄 無 ｼｰﾗﾝｽ ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 進化製薬 血圧降下剤 9403中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ

の製品多数あり
SY SW 697 SW 697 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾜﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 沢井製薬 血管代謝改善剤 1010中止 0401ﾋｰﾄ変更

99本体刻印 98ﾋｰﾄ裏記
号(SW-SY)削除

SY.AS SY.AS 糖衣錠 白 無 複方ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩錠｢ﾄｰ
ﾜ｣

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 生晃栄養薬品 ｶﾘｳﾑ補給剤(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ欠
乏時)

9509中止 9107製造元変
更

SY.FCT SY.FCT 糖衣錠 白 無 ﾌｪﾝｺｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 生晃栄養薬品 骨格筋弛緩剤 9509中止 9107製造元変
更

SYAS SY.AS 糖衣錠 白 無 複方ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩錠｢ﾄｰ
ﾜ｣

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 生晃栄養薬品 ｶﾘｳﾑ補給剤(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ欠
乏時)

9509中止 9107製造元変
更

SYD SYD-10:MECT KI-2172 裸錠 白 有 ｼﾄﾞﾙｰｾﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾒｸﾄ 狭心症･不整脈治療剤 9310中止
SYD SYD-20:MECT KI-2173 裸錠 白 有 ｼﾄﾞﾙｰｾﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ﾒｸﾄ 狭心症･不整脈治療剤 9306中止
SYED SY-ED 裸錠 白 無 ｴﾄﾞﾘﾉﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 生晃栄養薬品 有痛性運動器疾患治療 9603中止 900713収載
SYEK SY-EK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｴｶﾙｼﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 生晃栄養薬品 脳循環代謝改善剤 9509中止 900713収載
SYFCT SY.FCT 糖衣錠 白 無 ﾌｪﾝｺｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 生晃栄養薬品 骨格筋弛緩剤 9509中止 9107製造元変

更
SYLU SY-LU 裸錠 淡黄 無 ﾙﾅﾋﾟﾗﾝ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 生晃栄養薬品 前立腺肥大症･前立腺癌

治療剤
98中止 900713収載

SYM CG 211 50mg：50mg CG 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠50mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤･抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ

0208ﾋｰﾄ変更 9712ﾋｰﾄ裏
変更(SYM50削除)，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SYM CG 212 100mg：100mg CG 212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療､抗A型ｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0210ﾋｰﾄ変更 9712ﾋｰﾄ裏
変更(SYM100削除)，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SYP YT C3 YT-C3:YT-C3 SYP1 裸錠 白 有 ｻｲｺﾌﾟﾚﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 精神神経安定剤 0212中止 990709収載
SYP YT C4 YT-C4:YT-C4 SYP3 裸錠 白 無 ｻｲｺﾌﾟﾚﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 東亜薬品-山之内製薬 精神神経安定剤 0212中止 990709収載
SYR SYR 裸錠 黄褐 無 ﾛﾝﾄﾞﾐﾝ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 大洋薬品工業 血圧降下剤 9006中止
SYSV SY SY214SV 裸錠 淡黄 無 ｼｰﾗﾝｽ ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 進化製薬 血圧降下剤 9403中止 同じ本体ｺｰﾄﾞ

の製品多数あり
SYSY SY-SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ錠1mg｢ｾｲｺｰ｣ ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 生晃栄養薬品 血圧降下剤 中止
SYT SYT010 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾊﾞｿﾞﾝ30錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 三恵薬品 止血剤 0409中止

SYT SYT011：100mg 裸錠 白 無 ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ錠「三恵」 ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 三恵薬品 結核治療剤 0912中止 0503SP→PTP
SYT SYT012 裸錠(ｶﾌﾟﾚｯﾄ型) 灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾘﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 三恵薬品 合成抗菌剤 04頃中止
SYT SYT013 裸錠(ｶﾌﾟﾚｯﾄ型) 灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾘﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 三恵薬品 合成抗菌剤 04頃中止
SYT YD 051 SYT014 裸錠 白 無 ｹｲｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 三恵薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｹｲｻﾐﾝ錠) 陽
進堂のﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
250mg｢YD｣と同じ本体ｺｰ

SYT SYT015 裸錠 白 有 ｹｲﾋﾞｽｹﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 三恵薬品 高血圧･不整脈治療剤 0912中止
SYT 5 SYT016 裸錠 黄 有 ｻｰﾌｨﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 三恵薬品 昇圧剤 0408中止 本体追加
SYT SYT017 裸錠 淡黄 無 ｻﾝｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 三恵薬品 代謝性強心剤 0809中止
SYT SYT018 裸錠 淡黄 無 ｼﾝﾃﾚﾝ錠｢三恵｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 三恵薬品 降圧利尿剤 0110中止
SYT YD 011 SYT019 裸錠 黄 無 ｽﾋﾟﾗｸﾄﾝ錠25mg｢三恵｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 三恵薬品 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
1007本体ｺｰﾄﾞ追加 ﾖｳﾗｸ
ﾄﾝ錠25と本体ｺｰﾄﾞ同じ
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SYT SYT021 糖衣錠 白 無 ｵﾘｻﾞｰﾙ錠 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 三恵薬品 自律神経賦活剤，高脂血
症治療剤

0706中止

SYT SYT022 糖衣錠 類白 無 ｹｲﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 三恵薬品 めまい治療剤 0512中止
SYT SYT023 糖衣錠 橙赤 無 ｻﾝﾍﾟﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 三恵薬品･中北薬品 冠循環改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾝﾍﾟﾙ錠)
SYT SYT025 糖衣錠 黄 無 ﾄﾙﾍﾟｯﾄ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 三恵薬品 中枢性筋弛緩剤 0303中止
SYT SYT030 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠15｢三恵｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 三恵薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9907中止
SYT YD 860 SYT031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｻﾝﾅｯｸｽ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 三恵薬品・中北薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾝﾅｯｸｽ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加 陽進堂の
ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠25mgと本体

SYT SYT032 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝﾚﾊﾞｰ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 三恵薬品 鎮痙剤 0401中止
SYT SYT033 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ錠50｢三恵｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 三恵薬品 脳血流促進剤 9904中止
SYT SYT034 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾂｺｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 三恵薬品 冠血管拡張剤 0303中止
SYT SYT 035 SYT035 耳:DILAZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞｱｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 三恵薬品 冠血管拡張剤 中止 900713収載
SYT SYT051 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹｲﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 三恵薬品 精神安定･抗潰瘍剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｹｲﾁｰﾙ)
SYT SYT053 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｹｲﾗｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ 三恵薬品・中北薬品 消化酵素剤 0203本体記号変更（053

追加）
SYT SYT071 裸錠 白 有 ｻﾝﾌﾞﾛｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 三恵薬品 去痰剤 0602中止
SYT SYT072 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾙｹｰｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 三恵薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 0404中止 950707収載
SYT SYT072 K SYT072 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｹｲﾗｰｾﾞT錠 滋賀県製薬-三恵薬品 消化酵素剤 9304薬価削除，中止
SYT P･S SYT110 PRE 裸錠(長円形) 淡桃紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三恵｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三恵薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧包装（0407迄），SP→

PTPへ
SYT P.S SYT110：5mg 裸錠(長円形) 淡桃紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三恵｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 三恵薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0710中止 0407包装変

更，SP→PTPへ
SYT SYT112 裸錠 黄 無 ｻﾝﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 三恵薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9206中止
SYT SYT 112 SYT112 裸錠 極薄紅 有 ｻﾝﾛｷｿ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 三恵薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾝﾛｷｿ錠)
SZ SW-SZ 糖衣錠 白 無 ｻﾜｼﾞｰﾙ ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 沢井製薬 ﾄﾘｺﾓﾅｽ治療剤 89中止
SZ 裸錠 黄褐 無 ｼﾋﾟﾛｼﾞﾝ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 長生堂製薬 本態性高血圧症治療剤 9010中止
SZ SZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0111中止 010706収載

SZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾁｰﾑ5 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

SZ Tu-SZ 006 Tu SZ-006 6mg 裸錠 白 有 ｽｽﾞﾄﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 辰巳化学 めまい剤・平衡障害治療
剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｽﾞﾄﾛﾝ錠)
0608本体ｺｰﾄﾞ追加

SZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾁｰﾑ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

SZ SZ15 SZ15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾀﾝｿﾞｰﾑｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載
SZ SZ30 SZ30 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾀﾝｿﾞｰﾑｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載
SZ SZ 094:80 SZ094 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｻﾝﾄﾞ 前立腺癌治療剤 090515収載
SZT SZT SZT200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼｵｻﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 尿路感染症抗菌剤 0601中止 980710収載
T NV:O T 1mg：1mg OT 裸錠 白 有 ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ

ﾝとして）
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ)
0802ｺｰﾄﾞ変更

T P T μ g 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠50μ
g｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.05mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 0812商品名変更(前:ｶﾃﾌﾟ
ﾁﾝ錠0.05mg)，ﾋｰﾄ表50μ
g追加

T 裸錠 白 無 ｱﾍﾟｾﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 0303中止 960705収載
T 裸錠 白 無 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ錠25mg｢

KOBA｣
ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 小林薬学工業 前立腺肥大症治療剤 中止 980710収載

T EPX-10 158 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9411本
体刻印

T 裸錠 白 無 ｼｰﾍﾞﾅ錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大正薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9010中止
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T FN T FN T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｵ･ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾚﾙﾀﾞｳﾌﾅｲ(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙ
ﾀﾞｳ)

循環不全治療剤 9010中止

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9603社
名変更 950707収載

T BHX 裸錠 白 無 ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9408本
体刻印 9404ｴﾑｴﾌ製剤
から承継

T LTL 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9603社
名変更 9407本体刻印

T AZL 裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9408本
体刻印 920206商品名変
更

T t 1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

T SG-01T 5錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ葛根湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9912商品名記載
T C 1 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701) 970711
収載 ﾋｰﾄ裏一般名記載

T 裸錠 淡橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠“ﾌｧｲｻﾞｰ“ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9002中止
T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾒﾀﾗｲﾄ250ｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾄﾘｴﾝﾁﾝ 250mg ﾂﾑﾗ ｳｨﾙｿﾝ病(D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝに

不耐性である場合)治療
940826収載

T t 2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

T C 2 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄)
T T Tu TM-002 裸錠(花型) 淡桃 有 ﾄﾘｽﾒﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
降圧利尿剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾘｽﾒﾝ錠) 十
字割線

T MS T-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/薄黄 ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞ､ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ 10mg，50mg 明治製菓 消炎酵素製剤 0006中止
T KB T2 T2 裸錠 白 有 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ錠｢ｵﾙ

ｶﾞﾉﾝ｣
塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0107まで) 0010商

品名変更(旧:塩酸～｢ｶﾈ
ﾎﾞｳ｣)

T MF 3 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠｢ﾚﾀﾞ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 乳癌治療剤 9908中止
T SG-05T 3錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ安中散料ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 0008分包商品名記載
T FS-T05 糖衣錠 暗赤紅 無 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ﾌｿｰ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として）

扶桑薬品工業 緩下剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁﾈﾗｯｸ錠)

T HT6T 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾁｰﾄ100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 堀田薬品合成 解毒剤 9503中止
T MS T06 MS TL 裸錠 白 有 ﾄﾙｼﾗﾝ錠 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 明治製菓 血糖降下剤 9212中止
T SG-07T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ八味地黄丸料ｴｷ

ｽT錠
常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9905商品名記載

T HT 7T HT7T 裸錠 白 有 ﾄﾛﾉｰﾑ錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ

231.5mg，
195mg

堀田薬品合成 ｱｼﾄﾞｰｼｽ･酸性尿改善剤 0003中止 950707収載

T MF 7 裸錠 白 有 ﾒｲﾀｯﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T t 8:2.5 裸錠 無 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

T SG-08T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ大柴胡湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 0001商品名記載
T MS T08

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠100mg ｴﾁｵﾅﾐﾄﾞ 100mg 明治製菓 結核化学療法剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠)

T HZ8T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ大柴胡湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T t 9:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
080704収載

T SG-09T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ小柴胡湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9907商品名記載
T HZ9T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ小柴胡湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T t 10:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢

ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性

阻害剤
080704収載
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T SW 338 SW-338 10:10mg 裸錠 橙黄 有 ｶｲﾄﾛﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 沢井製薬 代謝性強心剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｲﾄﾛﾝT10)
0001本体刻印追加 98ﾋｰ
ﾄ裏記号(T10 SW-KA)削

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（02頃まで） 9712
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9601
ﾋｰﾄ裏変更 94本体刻印

T MJ T-0010 微粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ

微黄白～淡
黄白

ﾌﾟﾚﾀﾐﾗﾝ微粒状軟ｶﾌﾟｾﾙ
100(分包)

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 1g分包 森下仁丹 抗血小板剤 0411中止 020705収載

T T10 TTS-234 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止
T 裸錠 白～微黄白 無 ﾄﾛﾝﾍｲﾑ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 自律神経調整剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 0912中止 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
T t 12 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載 腸溶性の粒
を含む

T MJT-0013 1g 微粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ

淡褐 ｱﾚﾙﾅｼﾝ微粒状軟ｶﾌﾟｾﾙ
20(分包)

塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 1g分包 森下仁丹-日本臓器製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1010中止 020705収載，
分包商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T t 13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大洋薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

080704収載

T HZ14T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ半夏瀉心湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T t 14 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg

｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大洋薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤（SNRI）
080704収載

T SG-15T 5錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ黄連解毒湯ｴｷｽT 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9908商品名記載
T t 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病

治療剤
081107収載

T SG-16T 4錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ半夏厚朴湯ｴｷｽT 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9905商品名記載
T t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0208

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803本体変更 9207収載

T t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
T HZ16T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ半夏厚朴湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T T 17 50mg:T17 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬

品
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤

0304大正富山医薬品販

T 裸錠 白 無 ﾀｲｼﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ
T ｔ 17 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 050708収載
T HZ17T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ五苓散料Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T T 18 200mg:T18 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬

品
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0804迄) 0608ﾋｰﾄ

等) 0403頃錠剤小型化
T t 19 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 消化管運動賦活剤 080704収載

T SG-19T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ小青竜湯ｴｷｽT錠 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9910商品名記載
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T T 20 D T20 SCHERING:20mg 裸錠 白 無 ﾀｽｵﾐﾝ錠20mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg(ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗乳癌剤 0707社名変更(前:日本ｼ
ｴｰﾘﾝｸﾞ) 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｽｵ
ﾐﾝD錠)，ﾋｰﾄ裏MPI406と
D20削除

T TC442  TC442 TC442 20mg:20mg
TC442 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T20

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ20)，ﾋｰﾄ耳裏記号追

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

T T20 MLC20:TTS-233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 900713収
載

T T20 TTS-233 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ変更
T 裸錠 白 有 ﾊﾞﾝｻﾓｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ﾏﾙｺ製薬 不整脈･狭心症治療剤 0210中止
T t 21 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載 腸溶性の粒
を含む

T SG-23T 6錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ当帰芍薬散料ｴｷ
ｽT錠

常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9904商品名記載

T 裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
T HZ23T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ当帰芍薬散料Nｴｷｽ 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄) 0403

販売（前：ﾌﾟﾚﾛﾝ錠）
T ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0805ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
T T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｸﾞﾉｰﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大正製薬 消炎鎮痛剤 9303中止
T TC443  TC443 TC443 25mg:25mg

TC443 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T25

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ25)，ﾋｰﾄ耳裏記号記

T HZ25T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 褐 無 ﾎﾉﾐ桂枝茯苓丸料Nｴｷｽ 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T t 26 μ

OPTIRAN10μ g
裸錠 微黄～淡黄 有 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠10μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 10μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ

ｽﾄとして）
大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘

導体製剤
040709収載

T t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ)

T t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗めまい剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0110ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9804本体，剤型変
更 7804収載

T t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧品名(090925ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

T t 29 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0406販売

T t 31 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾉｰﾄ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 持続性 高血圧・狭心症
治療剤

030704収載

T T-31 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

T T-31 10 TTS-281 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)
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T T-31 15 15：T31-15 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

T T-31 15 TTS-282 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

T T-31 5 5：5 T31-5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

T T-31 5 TTS-280 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

T t 32 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾃﾉｰﾄ錠20 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 持続性 高血圧・狭心症
治療剤

030704収載

T HZ32T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ人参湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T t 33 裸錠 白 無 ｱﾙｾﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症用剤
030704収載

T TYK33 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

T t 34 裸錠 微紅 有 ｱﾙｾﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

T TYK34 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

T t 35 裸錠 帯黄白 有 ｱﾙｼﾞｷｻｰﾙ錠5 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載
T TYK35 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

75mg｢興和ﾃﾊﾞ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

T t 36 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ｱﾙｼﾞｷｻｰﾙ錠10 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載

T ｔ 37 裸錠 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠2.5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0404販売
T ｔ 38 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠1mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0404販売
T t 39 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
1011ﾋｰﾄ若干変更

T HZ40T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ猪苓湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T t 41

10mg：10mg
裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

T t 41
10mg：10mg

裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

T t 42
20mg：20mg

裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

T t 42
20mg：20mg

裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

T t 43 裸錠 白 無 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

T t 44 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

T t 45 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

T t 45 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟｰｼﾞﾛﾝ錠 大正製薬 緩下剤 9403中止
T t 46 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

T t 47 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 経口血糖降下剤 040709収載
T T 47 裸錠 黄～橙黄 有 ﾊｲﾙﾄﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大正製薬 代謝性強心剤 9009中止
T ｔ 48 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐｯｸ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大洋薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
T ｔ 49 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐｯｸ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大洋薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
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T T 50 50：Ｔ50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 抗狭心症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

T T 50 TTS-267 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 高田製薬 抗狭心症剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

T Th 174 Th174 SR50T:SR50T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神情動安定剤，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

9808中止

T 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠50 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 50mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)

T GLAXO T50 T50:Glaxo ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝﾃﾞｰﾄ錠50mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ α β 遮断性降圧剤 98ﾋｰﾄ裏変更(T50削除)，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T SW 410 SW-410 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬 抗潰瘍･精神用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT50)
0212ﾋｰﾄ変更

T t S1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大洋薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

T t51 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾛｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0802中止 050708収載
T t S2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

T t 53 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

T ｔ 54 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾏｯｸｽ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸・緩下剤 050708収載
T TYK54 6mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1101ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止

0603ﾋｰﾄ若干変更(商品
名変更に伴い)

T ｔ 55 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾏｯｸｽ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 大洋薬品工業 制酸・緩下剤 050708収載
T HZ55T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ麻杏甘石湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T TYK55 12mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止

0012本体ｺｰﾄﾞ追加
T ｔ 56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｶﾄﾗｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 Ca拮抗薬 050708収載
T ｔ 57 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾄﾗｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 Ca拮抗薬 050708収載
T t 61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児

用｢ﾀｲﾖｰ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大洋薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

T ｔ 62 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

T TYK63 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業 抗潰瘍・精神情動安定剤 0907中止 0506本体ｺｰﾄﾞ
追加

T t 63 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 070706収載

T t 64 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

T t 65 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

T TYK65:TYK65 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
旭化成ﾌｧｰﾏ

鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠)，
ﾋｰﾄ表TYK65追加等

T T 65 裸錠 白 有 ﾒﾄﾘｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大正製薬-大正富山医薬
品

低血圧治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0206ﾋｰﾄ変更 0011ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9701ﾋｰﾄ変更

T t 67 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 060707収載
T T 67 裸錠（口腔内

崩壊錠）
白 有 ﾒﾄﾘｼﾞﾝD錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大正製薬-大正富山医薬

品
低血圧治療剤 040709収載

T t 68 裸錠 白 有 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 060707収載
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T T 71 裸錠 白 無 ｱﾙﾎﾞ錠100mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

持続性消炎･鎮痛剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾎﾞ100)
0304大正富山医薬品販
売 0304ﾋｰﾄ変更（mg追加

T ｔ 71 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧品名(090324ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
OD錠0.25mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更) 050708収載

T ｔ 71 裸錠（口腔内
崩壊錠）

白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝD錠
0.25mg)

T HZ71T:HZﾎﾉﾐ 裸錠 淡褐 無 ﾎﾉﾐ四物湯Nｴｷｽ錠 剤盛堂薬品 漢方製剤 0708中止
T T 72 裸錠 白 無 ｱﾙﾎﾞ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬

品
持続性消炎･鎮痛剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾙﾎﾞ200)
0304大正富山医薬品販
売 0304ﾋｰﾄ変更（mg追加

T t 72 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

T T72 裸錠 灰白～淡褐 無 ﾖｸｲﾆﾝｴｷｽ錠｢ｺﾀﾛｰ｣ 小太郎漢方製薬 漢方製剤
T t 73 裸錠(口腔内崩

壊錠)
微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善

剤
070706収載

T t 74 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

T SG-75T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ四君子湯ｴｷｽ錠 高砂薬業-大杉製薬 漢方製剤
T t 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
T t 76 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
T T 78 裸錠 白 有 ｱﾚｽﾄ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 大正製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9103中止
T t 78 裸錠 淡黄 有 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.05mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.05mg 大洋薬品工業 強心配糖体製剤 070706収載

T t 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
T t 82 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
T t 83 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
T 裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0602迄) 0510

製造販売元変更(前:大正
製薬) 0011ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

T SG-84T 2錠 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ大黄甘草湯ｴｷｽT 常盤薬品工業-大杉製薬 漢方製剤 9905商品名記載
T 裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠200 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 200mg 大正製薬 不整脈治療剤 9503中止 920828収載
T t 87 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 大洋薬品工業 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
080704収載

T TYK94 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0707中止 0101本体刻印
T SG-95T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡褐 無 ｵｰｽｷﾞ五虎湯ｴｷｽ錠 高砂薬業-大杉製薬 漢方製剤
T 90mg:TYK95 90mg 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠

90mg(TYK)
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0707中止 0012本体ｺｰﾄﾞ

追加
T T100:+ 100：Ｔ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 高田製薬-塩野義製薬 抗狭心症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

T T100:+ TTS-268 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 高田製薬 抗狭心症剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

T 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9212まで)

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透
明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

T 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

橙 有 ﾄﾗﾝｺﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 第一製薬 静穏筋弛緩剤 9610中止

T GLAXO T100 T100:Glaxo ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝﾃﾞｰﾄ錠100mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ α β 遮断性降圧剤 98ﾋｰﾄ裏変更(T100削
除)，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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T SW 399 SW-399 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT100)
0302ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ），100mg追加

T TC434  TC434 100mg TC434:100mg
TC434 ﾋｰﾄ耳裏:UFT
T100

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg)，ﾋｰﾄ耳裏記号
記載へ変更等

T TI01 吸入用ｶﾌﾟｾﾙ 明るい緑/明
るい緑

ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ18
μ g

臭化ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ水和物
(外)

18μ g(ﾁｵﾄﾛ
ﾋﾟｳﾑとして)

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 長時間作用型吸入気管
支拡張剤

041208収載

T TOYO 101:2 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
T TO YO:5 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
T TO YO:10 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
T T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0409

頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載表
→裏他)

T T X 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9712
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 7804収載

T 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 旧品名(090324ﾌﾗﾎﾞｷｻｰ
ﾄ塩酸塩200mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

T 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ塩酸塩錠
200mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠)

T AVL 109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/淡褐 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑｶﾌﾟｾﾙ5mg(旭

化成)
ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 旭化成 睡眠導入剤 01頃中止 920101商品名

変更
T AVL 110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
T 裸錠 黄 有 ｽﾘﾀﾞﾆｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 02頃中止 9806本体，ﾋｰﾄ

変更
T t 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0910中止
T EPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾅﾙﾄﾞ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業･ﾃｲｺｸﾒ

ﾃﾞｨｯｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
筋緊張改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0209

ﾋｰﾄ変更 9707ﾋｰﾄ変更
9007収載

T 裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 010831中止，ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mgに切り替え 9805ﾋｰ
ﾄ変更

T B 裸錠 白 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，
150mg

大洋薬品工業 解熱･鎮痛･消炎剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
330mg) 本体Bはβ の様

T 裸錠 白 無 ﾒﾆｴﾄｰﾙ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大洋薬品工業 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆｴﾄｰﾙ)
0101ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9712本体，ﾋｰﾄ変更
7609収載

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
T t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠

10mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠)
T t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(080620ﾎﾓｸﾛﾙｼｸ

ﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣に変更)

T B T 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0406
頃ﾋｰﾄ変更(表0.25mg削
除等) 0201ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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T Sc 206 Sc206 PRC-T125：125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠125mg ﾆｾﾘﾄﾛｰﾙ 125mg 三和化学研究所 脂質代謝･末梢循環改善
剤

0207ﾋｰﾄ変更(Sc206裏か
ら表へ)

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 鎮痛・抗炎症剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ)
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9703本体，ﾋｰﾄ変更
7804収載

T G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)

T G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

T 50mg:TYK128 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

T 100mg:TYK129 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

T T130 糖衣錠 白 無 ｵｸｿﾗﾚﾝ錠10mg ﾒﾄｷｻﾚﾝ 10mg 大正製薬-大正富山医薬
品

尋常性白斑治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｸｿﾗﾚﾝ錠)
0305ﾋｰﾄ変更，商品名表
から裏等

T 200mg:TYK130 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

T 131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0207ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9806ﾋｰﾄ変更 9407
収載

T 132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍･胃炎･慢性
肝疾患治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠)

T TYK134 裸錠 白～微黄 無 ｻｷｵｼﾞｰﾙ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

前立腺肥大症・癌治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

T T 135
125mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠125mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠)

T 136 糖衣錠 白 無 ﾒﾎﾟﾗﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 大洋薬品工業 鎮痙剤 0801中止

T T 137
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠250mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾊﾟｲﾘﾝ250)

T t 138 裸錠 白 有 ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物錠5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 1009中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃﾞﾆ
ｽﾊﾟﾝ錠)

T t 138 裸錠 白 有 ﾃﾞﾆｽﾊﾟﾝ錠 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 重症筋無力症・排尿障害
治療剤

旧品名(080620ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ
臭化物錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

T TYK140:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 1001販売元変更(前:興
和，興和創薬)

T TYK141 400mg:TYK141
400

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 0905発売

T TOYO 141 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾗﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 旭化成工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
T 144 糖衣錠（徐放

性）
白 無 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR
T TYK144 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾌｪﾛﾐｯｸ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ

ｳｺｴｷｽ
37.5mg，
100mg

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 止瀉剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛﾐｯｸ錠)

T 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

T 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

T 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売
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T TYK154:TYK154 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｽﾀﾞｲﾝ錠)

T TYK155 裸錠 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9906中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

1012中止

T TYK158 裸錠 白 無 ｴﾏﾙｯｸ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日医工 乳癌治療剤 0805製造販売元変更(前:
大正薬品工業)

T 0.5:TYK161 0.5mg 裸錠 白 有 ｺﾙﾄｯｸ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
T T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9708

ﾋｰﾄ変更
T 1:TYK162 1mg 裸錠 橙 有 ｺﾙﾄｯｸ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
T t 裸錠(楕円形) 白 無 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 0503本体ｺｰﾄﾞ追加 9804

ﾋｰﾄ変更 7804収載
T TYK163 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏﾌﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大正薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0707中止
T TYK171 25μ g:TYK171 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
T CLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾙﾐﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 心身安定剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)

000707収載
T TYK172 50μ g:TYK172 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧本体(98まで) 9801ﾋｰﾄ

変更
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 9812本体変更 9802ﾋｰﾄ

変更 ﾋｰﾄ裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 8406収載

T TYK176 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤､ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0907中止 0806商品名変
更(前:ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

T TYK179 裸錠 白 有 ｽﾄﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾄﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠)

T TYK182 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940708収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

T TYK183 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

T TYK187 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｾﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0812ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ1mg｢TYK｣に変更)

T TYK187:TYK187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg｢TYK｣ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｷｾﾌﾞ
ﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ)

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾙﾋﾞﾙ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0407ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏他) 990709収載，
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

T L X 裸錠 極薄紅 有 ｼﾗﾌﾞﾙ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0404
ﾋｰﾄ変更 0102ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T TYK191 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
T TYK192 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
T TYK196：TYK196 3 裸錠 白 有 ｼｰｸﾅﾛﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｼｰｸﾅﾛﾝ錠)
T TYK197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾈﾃﾞﾘﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大正薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710収
T 197 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ変更 9007
収載

T TYK198:TYK198 15 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾚｰﾄ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｿﾚｰﾄ錠)

T TYK199 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

β 遮断剤
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T TYK200 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

β 遮断剤

T 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 940708
収載

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透
明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

T SW 398 SW-398 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬 精神神経用剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀﾏｯｸT200)

T TYK201 0.5:TYK201
0.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日医工

精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載

T 201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｺﾍﾞﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 0903中止 9802ﾋｰﾄ変更，
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化
成)

ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101
商品名変更

T 202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄ配合錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｻﾒｯﾄ錠)

T TYK202 1:TYK202 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日医工

精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載

T 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101
商品名変更

T 裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成工業 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
T 203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠)
T 203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 旧品名(080620ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏ

ﾚｲﾝ酸塩錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

T 204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾉﾋﾞﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 9710本体，ﾋｰﾄ
変更

T 205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾋﾟｸﾛ
ﾅｼﾞﾝ錠)

T 205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

抗血小板剤 旧品名(0806ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩
酸塩錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に

T TYK205:TYK205 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動調律剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠)

T CL 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0709迄)

T 糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾓｽ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 旭化成工業 不整脈用剤 0102中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T CL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0809迄)
T TYK207:TYK207 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾀﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大正薬品工業 高脂血症治療剤 0707中止
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 9905中止 9708本体，ﾋｰﾄ

変更
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 0801ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

0704販売会社社名変更
(前:科薬)

T T 210 裸錠 淡橙 無 ｻｲﾛﾆﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5μ g 大正製薬-大正富山医薬
品

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0503中止 0304大正富山
医薬品販売

T T 211 裸錠 橙 無 ｻｲﾛﾆﾝ錠25γ ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 大正製薬-大正富山医薬
品

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0503中止 0306ﾋｰﾄ変更

T TYK211:TYK211 40 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大正薬品工業・三和化学
研究所

経口血糖降下剤 0711三和化学中止 0710
大正薬品工業中止
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠)

T 211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9710ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9207収載
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T LZM 211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾓﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0806ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 大正薬品工業-日本化薬 前立腺癌治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ耳ｺｰﾄﾞ削除

T t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧品名(080620ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

T t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅ
ｶﾉ｣)，ﾋｰﾄ若干変更

T TYK214:TYK214 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｪﾚﾀﾞｲﾑ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾚﾀﾞｲﾑ錠)

T TYK215 裸錠 白 無 ｸﾛｺﾃﾞﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1001日本化薬中止
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛｺﾃﾞﾐﾝ錠)

T LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 旧品名(0911ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸
塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

T LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 0911商品名変更(前:ﾛﾍﾟﾗ
ﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg)

T TYK216 5 裸錠 白 有 ｳﾌﾞﾃｯｸ錠5mg 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 0712商品名変更(前:ｳﾌﾞ
ﾃｯｸ錠)

T 216 糖衣錠 白 無 ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 心疾患治療剤 旧品名(090324ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩
酸塩錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

T 216 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 心・腎疾患治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠)

T T 裸錠 白 無 ｱﾗﾈﾄﾘﾝ錠50mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 50mg 高田製薬 胃･十二指腸潰瘍治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾗﾈﾄﾘﾝ錠)
0306ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(TTS-217)
削除

T N 5 裸錠 白 有 ﾆﾄﾙﾋﾞﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大洋薬品工業 狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711頃迄)
0403ﾋｰﾄ変更

T A Z 裸錠 白 有 ｱｺﾐｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

T TYK219 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤/本態性振戦治療

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10)

T 220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 0603ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏等) 9804ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 9510収載

T 221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾙｶﾞﾆﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 旧品名(0812ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘ
ﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠0.125mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更)

T 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾛｶﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｲｿｱﾐﾆﾙ 40mg 旭化成工業 鎮咳剤 9410中止
T 221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩

錠0.125mg｢ﾀｲﾖｰ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 0812商品名変更(前:ﾃﾞﾙ

ｶﾞﾆﾝ錠)，ﾋｰﾄ表0.125mg
T TYK223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾒｯｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 切迫流･早産治療剤 0909商品名変更(前:ｳﾃ

ﾒｯｸ錠)
T 223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞﾛﾊﾟｺｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β 受容体遮断剤 02頃中止 9803ﾋｰﾄ変更
T C L μ g 裸錠 白 有 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤 旧品名(090925ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰ

ﾙ塩酸塩錠10μ g｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

T C L μ g 裸錠 白 有 ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠10
μ g｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤･腹
圧性尿失禁治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ
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T TYK224 裸錠 白 有 ﾂｲﾝﾅｰｾﾞ内服錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大正薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 940708収載

T TYK225 200 裸錠 白 無 ｻﾙﾎﾞﾅｰﾄ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0707中止
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業･田辺三菱

製薬，田辺製薬販売
気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収載
(商品名変更に伴い，前:
ﾑｺﾄﾛﾝ錠)

T PO 徐放性裸錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 大洋のｹ
ﾈｼﾞﾝ錠(ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ，中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

T TYK226 50 裸錠 微黄白 無 ﾄﾙﾊﾞﾅｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 自律神経調整剤
T 227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9712ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

T F M 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0512
商品名変更(前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠
｢ﾅｶﾉ｣) 0209ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ

T TYK229 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞｺﾌ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
T 229 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg(塩酸ﾒﾄｸ

ﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て)

大洋薬品工業 消化器機能異常治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠)
0208ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 7501収載

T FM 20 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 990709収載

T TYK230 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾁｯｸ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大正薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤
(H2ﾌﾞﾛｯｶｰ)

9501中止 940708収載

T t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(090324ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠
200mg「ﾀｲﾖｰ｣に変更)
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠)

T t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠
200mg)

T TYK231 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売
9903中止

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T TYK232 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売
9903中止

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 9807

変更 9709ﾋｰﾄ変更，裏一
般名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T TYK234 100:TYK234 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｽｰﾑ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大正薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 00中止 98ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

T TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙｰﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 胃潰瘍治療剤 0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 970711収載

T M I 裸錠 白 有 ﾅﾁﾙｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大洋薬品工業 低血圧治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T TYK239 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止
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T PSC 25mg：PSC 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾀｲ

T TYK240 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止
T PSC 50mg：PSC 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名

変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀｲ

T 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 990709収

T TYK241:TYK241 5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業 狭心症治療剤 0707中止 02ﾋｰﾄ変更
T TYK241 SIB5:5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更

02ﾋｰﾄ変更
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
徐放性不整脈治療剤 9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705
T TYK242 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ

ﾗﾐﾄﾞとして)
大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 徐放性不整脈治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠)
T PO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾈｼﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 脳血管障害治療剤 9805中止 大洋のｺﾝｽﾋﾟｯ

ﾄ錠(硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

経口蛋白分解酵素阻害
剤

9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

T TYK243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口蛋白分解酵素阻害
T 245 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9708

ﾋｰﾄ変更
T 5mg:TYK245 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動改善剤 091113収載
T TYK246 裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日本化薬
前立腺肥大症治療剤 0602ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表->裏

960705収載
T 裸錠(花型) 淡赤 有 ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 旧品名(080620ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁ

ｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
T 裸錠(花型) 淡赤 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠)
T 247:T YK TYK247:TYK247 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾅｳｻﾞｰﾄ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大正薬品工業 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ

錠10mg｢TYK｣に変更)
T T M 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化
T 248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 旧品名(071221迄，新品

名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣) ｴﾑｴﾌのｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ
錠(ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ，中止)と本体

T 248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠) ｴ
ﾑｴﾌのｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ錠(ｽﾙﾋﾟ
ﾘﾄﾞ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

T TYK249 2 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠2)

T AC 25 裸錠 白 有 ｱｾﾐﾊﾟｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

T T250 裸錠(楕円形) 淡橙 無 ｸﾞｯﾃﾞﾙ錠250mg ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 高田製薬-塩野義製薬 脳代謝賦活剤 8907中止
T TYK250 3 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠3)

T Sc 207 Sc207 PRC-T250：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白 有 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠250mg ﾆｾﾘﾄﾛｰﾙ 250mg 三和化学研究所 脂質代謝･末梢循環改善
剤

0303ﾋｰﾄ変更（Sc207裏
から表へ） 9605ﾋｰﾄ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

T 252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 0806商品名変更(前:ｱﾃﾝ
ﾀﾞｰﾙ錠)

T 252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾝﾀﾞｰﾙ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 旧品名(0806ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣へ変更)
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T TYK252:TYK252 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 脳循環･代謝改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
大正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-大正富山
医薬品

脳循環･代謝改善剤 0708ﾋｰﾄ若干変更
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰﾄ異な

T TYK252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
T DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣

0.125mg
ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)

020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T DX 250 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0207
販売，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

T 255 糖衣錠 橙赤 無 ｸﾞﾘｵｽﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 冠循環改善剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 980710収載

T ｔ256 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝSｶﾌﾟｾﾙ 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 0804中止 0206頃本体ｺｰ
ﾄﾞ追加 9802ﾋｰﾄ変更

T 裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:水溶性ｱｽﾞﾚﾝ
錠｢ﾀｲﾖｰ｣)

T 裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-大正富山
医薬品

骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 興和ﾃﾊﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

T TYK259：200 TYK259 裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠) 大
正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる

T 259 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾝﾄﾞｷｼﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0101中止 9801ﾋｰﾄ変更

T 260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高質血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠)

T 260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高質血症治療剤 旧品名(081219ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ
錠250mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

T TYK260 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠)
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗炎症･鎮痛･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ)

T TYK261 2:TYK261 2mg 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛｲﾙ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧品名(090925ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

T 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭化成) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9410まで) 920101
商品名変更

T TYK262:TYK262 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾃﾌﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃潰瘍治療剤
T 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9305まで) 920101

商品名変更
T 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9710

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
T 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ

ﾘｰ
結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9709

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
T L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放

性）
淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業･科薬，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0201
ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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T 糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 0107中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ
ﾘｰ

結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9912中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業･科薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0512
大洋のみ，0508科薬のみ
ﾋｰﾄ変更(20mgから20)

T t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐放錠150mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 0806商品名変更(前:ﾀｲﾘﾝ
ﾀﾞｰR錠)

T t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧品名(0806ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐
放錠150mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変

T TYK265:TYK265 1mg 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 筋緊張緩和剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 裸錠 白 無 ｹﾞﾙｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大洋薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 0211中止 9907本体変更

裏一般名記載
T TYK266 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾚﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0909商品名変更(前:ｾﾙﾏ

ﾚﾝ錠)
T t 269 裸錠 白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 旧品名(0909ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢

酸ｴｽﾃﾙ錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

T t 269 裸錠 白～微黄 無 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠
25mg｢ﾀｲﾖｰ｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 0909商品名変更(前:ｱﾌﾟﾀ
ｺｰﾙ錠)

T TYK269:10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾅﾄｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日本化薬

気管支喘息･脳血管障害
改善剤

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0209頃迄) 0002

990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

T TYK271 12.5:TYK271
12.5mg

裸錠 白 有 ｺｰｶﾌﾟﾄ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大正薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0707中止

T DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0501
頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ表->裏
等) 0105ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

T 裸錠 緑 無 ﾊﾟﾝﾃﾘﾝ錠 大洋薬品工業 胃･十二指腸潰瘍，胃炎
治療剤

0303中止 98本体ｺｰﾄﾞ化
970711収載

T DLZ 100mg  DLZ 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

T T M 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 9807

変更 9712ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

T TYK276:TYK276 0．25 裸錠 白 有 ｿﾚﾝﾄﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

睡眠導入剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

T TYK277 25 裸錠 白 有 ｳｴﾝﾌﾞﾘｰ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大正薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0707中止 990709収載
T M F 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0501中止 9807製造元，

一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
T BHX 裸錠 白 無 ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 旧品名(080620ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼ

ﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

T ND 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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T ND 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧品名(061208迄，新:ﾋﾟﾛ
ﾗｸﾄﾝ錠25mg)，旧ﾋｰﾄｺｰ

T MLD 50mg  MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9804
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9407収載

T MLD 100mg  MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T P D 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 高血圧・狭心症・頻脈治
療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 98ﾋｰ
ﾄ変更，裏一般名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 8109収載

T ｔ286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｽｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 旧品名(080620ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞ
ﾘﾝｸｴﾝ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ30mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更)

T ｔ286  ｔ286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝｸｴﾝ酸塩ｶﾌﾟ
ｾﾙ30mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 1004中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｽ
ｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ)

T TLD 100mg  TLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐ
ﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg「ﾀｲﾖｰ」)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0209頃本体
ｺｰﾄﾞ化

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/褐 ｱｴﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･高脂質血
症改善剤

0807中止

T IN 20 裸錠 白 無 ｱｲｽﾗｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 狭心症治療用ISMN製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0710迄)
T T 290 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾛﾝ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬

品
粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0304大正富山医薬品販
売 0207ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

T 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg「ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学
研究所

気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｾﾗﾑ錠)，
に伴いﾋｰﾄ表15mg追加

T T291 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾛﾝ50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大正製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9503中止
T TYK291:TYK291 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾉﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 大正薬品工業 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0707中止
T T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9703

ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
T 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学

研究所，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg「ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0406ﾋｰﾄ変更

T BX 5 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

T T292 100
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0304大正富山医薬品販
売 0112ﾋｰﾄ裏変更（記号
削除等) 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾛﾝ100)

T BX 10 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

T L I 裸錠 白 有 ﾘｼﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物
として)

大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続型ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0408
頃ﾋｰﾄ変更(10mg削除他)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T TYK295 裸錠 白 有 ｵﾌﾋﾞｯﾄ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載
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T EN 裸錠 薄桃 無 ﾚﾘｰﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 0406
頃ﾋｰﾄ変更(表2.5mg削除
他) 0201ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

T EN 5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾘｰﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0208
ﾋｰﾄ変更 000707収載

T L T 徐放錠 白 有 ﾃﾙﾀﾞﾝL錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS錠 大洋薬品工業-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ､吉富薬品

前立腺肥大症治療剤 0203中止 980710収載

T t 299 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS配合錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｻﾒｯﾄS錠)

T 302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 0911中止
T 303 糖衣錠(腸溶 赤 無 ATP錠30mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 0707中止
T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｱﾃﾞﾏｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 旭化成 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
T B L 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9802

ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

T μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ
変更，表記号(TYA 0.25)
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 01頃ﾋｰﾄ
変更，記号(TYB0.5)削除
9703ﾋｰﾄ裏商品名記載

T FE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄) 9805
製造元，本体，ﾋｰﾄ変更，
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
9507収載

T μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0104ﾋｰﾄ
表変更，商品名記載，記
号(TYC 1.0)削除

T ｔ 308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧品名(090925ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ
酢酸ｴｽﾃﾙ徐放錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更) 0209頃ｺｰﾄﾞ
変更

T ｔ 308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ徐
放錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠)

T 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
T t  309 裸錠 白 有 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛剤 030704収載 同品名ｶﾙ

ｼﾞｰﾙ錠50，100(ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ
製剤)とは成分異なる

T t 310
200mg

裸錠 白 無 ｱｽﾄｽCA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg 大洋薬品工業 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 0911中止 030704収載

T C N 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，日医工

経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 040709収
載，品名変更に伴い（前：
ｸﾗｳﾅｰﾄ錠）

T TYK311 HOR50:50mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

T TYK311 50:TYK311 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
T S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 9804ﾋｰﾄ変更
9407収載

T TYK312 HOR100:100mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

T TYK312 100:TYK312 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
T 313 糖衣錠 白 無 ｱﾌｿﾞﾘﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 大洋薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 中止 9809ﾋｰﾄ変更
T 314 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白 無 ﾌﾛﾌﾄﾗﾝE錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗悪性腫瘍剤 0803中止 9803ﾋｰﾄ変更
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T TYK314:TYK314 45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾚｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
三和化学研究所，ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

T 316 μ g 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧品名(0606迄)，商品名
変更に伴い(新:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠
500μ g｢ﾀｲﾖｰ｣) 9801ﾋｰﾄ
変更 7403収載

T 316 μ g 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠500μ g｢ﾀｲﾖｰ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶ
ﾉ｣500)

T TYK316:TYK316 5 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾏﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0707中止
T TYK319:TYK319 10mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
H2受容体拮抗剤 030704収載

T TYK320:TYK320 20mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 030704収載

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｺｻｴｰﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0012中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

T TYK321:TYK321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘｻﾞｰﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
T μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-

D3製剤
9805ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9007収載

T μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-
D3製剤

9803ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9007収載

T μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-
D3製剤

0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9803ﾋｰﾄ変更 9007
収載

T TYK324 200 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 裸錠 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
T TYK325 400 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
T 裸錠 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
T 325 糖衣錠 淡黄 無 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛｼﾄｰﾙ錠)
T 325 糖衣錠 淡黄 無 ﾛｼﾄｰﾙ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧品名(080620ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ

塩酸塩錠40mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

T 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾉﾝｿﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0210販売，承継（日建ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙより）

T 328 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 9802収載，ﾋｰﾄ裏一般名
記載（ｶﾀｶﾅ）

T TYK332 200:TYK332
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟｲﾍﾟﾗｯｸ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

T TYK333 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠10mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
T 333 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ

ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

9807ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 8109収載

T TYK334 20mg:TYK334
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
扶桑薬品工業

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1006ﾋｰﾄ20mg追加等
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20)

T 336 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾙﾄﾞﾏｲｼﾝ錠50 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 大洋薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製 0909中止
T TYK337 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

TYK｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

T TYK341:TYK341 20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗｽﾄﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾘｶﾊﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｶﾊﾞﾘﾝ) 0310
社名変更
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T μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9806ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9407収載

T μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9806ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9407収載

T CZ 50 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T TYK344 15mg 裸錠 極薄橙 有 ｱﾗﾌﾟﾘｯﾄ錠15mg 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 大正薬品工業 ACE-I降圧剤 0707中止 020705収載
T CZ 100 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)

000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 裸錠 淡橙 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mg)

T TYK346 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾙﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 血管拡張性β 1遮断薬 020705収載
T BR 20 μ g DORNALIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T BR 40 μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)
030704収載

T LM μ
μ g

裸錠 白 無 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載

T TYK350:TYK350 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
150)

T t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ
ｾﾞ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

T t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾑｾﾞﾝ錠)

T μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｱﾃﾞｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0403中止 9710ﾋｰﾄ変更
8406収載

T TYK352:TYK352 5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

T TYK353:TYK353 10 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

T TYK354 20mg 裸錠 白 有 ﾀｲｼﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

狭心症治療用ISMN製剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
020705収載

T t 372 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾅﾌﾄｼﾞｰﾙ錠2 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大洋薬品工業 高血圧治療剤 030704収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T TYK375 5：TYK375 5mg 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

T TYK376 10：TYK376
10mg

裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

T TYK376 10：TYK376
10mg

裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

T TYK377 20：TYK377
20mg

裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

T TYK386:TYK386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.1mg｢TYK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

T TYK386 0.1mg:TYK386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾝﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業・興和創薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾀﾑｽﾛｼ
ﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.1mg｢

T TYK387:TYK387 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢TYK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

T TYK387 0.2mg:TYK387 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾝﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業・興和創薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾀﾑｽﾛｼ
ﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.2mg｢

84 / 225 ページ



T TYK393:TYK393 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
T TYK394:TYK394 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
T TYK395 15mg:TYK395 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

T TYK396 30mg:TYK396 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

T t 401 ﾄﾛｰﾁ 白 無 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 0910ｺｰﾄﾞ変更
T t 402 ﾄﾛｰﾁ 淡紅 有 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 0910ｺｰﾄﾞ変更
T t 404 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
黄～黄褐 無 ｿｱﾚｼﾞﾝ錠250mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
T TYK404:TYK404 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5mg｢

TYK｣
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，

気管支喘息治療剤
090515収載

T TYK411 200：TYK411
200mg

裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠
200mg(TYK)

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 解熱鎮痛剤 040709収載

T t 411 裸錠 黄 有 ｸﾚﾏｽﾁﾝ錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として)

大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾚﾙﾐﾝF錠)

T 裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として)

大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(100528ｸﾚﾏｽﾁﾝ
錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

T MLB  MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として)

大洋薬品工業・三和化学
研究所

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)

T T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･科薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(大洋薬品0508
迄，科薬0601迄) 0207ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載等
9801ﾋｰﾄ変更

T O M 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｽ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

T AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0208ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 9804ﾋｰﾄ変更 9407
収載

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大洋薬品工業 気管支喘息･脳血管障害
改善剤

9905中止 980710収載

T t 422 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

T t 423 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

T t 424
10

裸錠 淡黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

T t 424 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝｾﾘﾝ錠10)，
ﾋｰﾄ若干変更

T t 425
20

裸錠 薄橙黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

T t 425 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠20mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝｾﾘﾝ錠20)，
ﾋｰﾄ若干変更

T t 426 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾙｲﾙﾋﾞﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
T TYK427:TYK427 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

T t 427 裸錠 白 有 ﾌｽｺﾌﾞﾛﾝ錠 大洋薬品工業 鎮咳剤 0911中止 040709収載
T t 428 t428 50μ g 裸錠 淡黄白 有 ﾍﾞｾﾗｰﾙ錠50μ ｇ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ ｇ（ﾍﾟﾙｺﾞ

ﾘﾄﾞとして）
大洋薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ

ｷﾝｿﾝ病治療剤
040709収載

T t429 μ g 裸錠 淡緑 有 ﾍﾞｾﾗｰﾙ錠250μ ｇ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ ｇ（ﾍﾟﾙ
ｺﾞﾘﾄﾞとして）

大洋薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

040709収載
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T TYK431:TYK431 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

T t 431:0.5 裸錠 白 有 ﾜｰﾘﾝ錠0.5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 大洋薬品工業 経口抗凝血剤 0503販売
T TYK432:TYK432 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢

TYK｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
060707収載

T t 432:1 裸錠 白 有 ﾜｰﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 経口抗凝血剤 0503販売
T TYK433:TYK433 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢

TYK｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
091113収載

T t 440 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

040709収載

T t443 t443 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

経口抗真菌剤 1004ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止
0911大洋薬品工業中止
0901日医工中止

T TYK443:TYK443 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動賦活剤 080704収載

T t444  t444 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶ
ﾌﾟｾﾙ45mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大洋薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｾﾗﾑLｶﾌﾟｾ
ﾙ45)

T TYK444 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

T t444  t444 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｾﾗﾑLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大洋薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 旧品名(090925ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ
45mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

T TYK445 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

T TYK453 2.5:TYK453
2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

T TYK454 5:TYK454 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

T TYK455 5mg:TYK455 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
T TYK456 10mg:TYK456

10mg
裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

T TYK462 12.5mg:12.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

101119収載

T TYK464:TYK464 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

T TYK465 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

T T500 裸錠(長円形) 淡橙 有 ｸﾞｯﾃﾞﾙ錠500mg ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 高田製薬-塩野義製薬 脳代謝賦活剤 8907中止
T T 501 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢大正｣0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大正製薬 抗精神病剤 9303中止
T ｔ 501 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｽﾘｯﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 大洋薬品工業 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ

ﾄﾞ系抗生剤
050708収載

T T 502 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢大正｣1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大正製薬 抗精神病剤 9303中止
T t502 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ

25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 050708収載，商品名変更

に伴い(前:ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

T t503 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 050708収載，商品名変更
に伴い(前:ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

T TYK504 0.2mg:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄOD錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

T ｔ 505 裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾚﾁﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 高ﾘﾝ血症治療剤 050708収載
T TYK505 0.3mg:0.3 裸錠(口腔内崩

壊錠)
微黄 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄOD錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善

剤
091113収載

T ｔ 507 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｯｸｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 大洋薬品工業・科研製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
T t 510 裸錠 淡黄 有 ｺﾞﾌﾟﾛﾝ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 大洋薬品工業 持続性組織ACE阻害剤 0603薬価削除(販売実績

なし) 050708収載
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T t 511 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾞﾌﾟﾛﾝ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 大洋薬品工業 持続性組織ACE阻害剤 0603薬価削除(販売実績
なし) 050708収載

T TYK511:TYK511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大正薬品工業･あすか製
薬，武田薬品工業

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載 あすか製薬
と大正薬品はﾋｰﾄ異なる
(あすか製薬にはﾋｰﾄ表に
50mg記載あり他)

T TYK512:TYK512 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正薬品工業･あすか製
薬，武田薬品工業

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載 あすか製薬
と大正薬品はﾋｰﾄ異なる
(あすか製薬にはﾋｰﾄ表に
200mg記載あり他)

T TYK513 2.5:TYK513
2.5mg

裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

T ｔ 513 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
050708収載

T ｔ 513 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠

T TYK514 5:TYK514 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

T TYK515 10:TYK515 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

T ｔ 515 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
050708収載

T ｔ 515 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠

T ｔ 517 糖衣錠 黄緑 無 ﾖｰﾔｸｰﾙ錠80 ｾﾝﾅｴｷｽ 80mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
Aとして

大洋薬品工業 便秘治療剤 050708収載

T t 520 裸錠 白 有 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.1mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 大洋薬品工業 強心配糖体製剤 070706収載

T t 521 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣)
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

T TYK521 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢TYK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

T t 521 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠)

T t522 t522 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙｷﾞｽﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
T TYK522 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

100mg｢TYK｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

T t524 t524 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
科研製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

T t525 t525 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
科研製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

T t526 t526 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾟﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大洋薬品工業・科研製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

T t527 t527 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾟﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大洋薬品工業・科研製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

T TYK540 1:TYK540 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

T TYK541 2:TYK541 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

T TYK542 4:TYK542 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

T t 601 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 070706収載
T 裸錠 白 有 ﾌﾞｲｶﾙ錠K(旭化成)20万

単位
ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ
ｳﾑ

20万単位 旭化成工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 9206中止 920101商品名
変更
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T t 602 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ﾀｲ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 070706収載
T ｔ 603 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
大洋薬品工業 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ製剤 0710中止
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙ錠250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗

生物質
0310社名変更 0110ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

橙 有 ｼﾝｸﾙ錠500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 旭化成工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

9410中止

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大洋薬品工業 化学療法剤 02頃中止
T 糖衣錠 白 無 ﾛｲｺﾏｲｼﾝ錠<200mg> ｷﾀｻﾏｲｼﾝ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0601頃中止 0310社名変

更 9708ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9308本体変更

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

明灰 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽL錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

250mg，
125mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T ｔ608 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

0410中止 0208頃本体ｺｰ
ﾄﾞ化 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

T MF 裸錠 茶褐 無 ｴﾐﾅﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾐﾍﾟﾆｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0804頃中止 0310社名変

更 0201ﾋｰﾄ表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

T TCL 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾀｲｾﾌｧｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 大洋薬品工業 経口用合成ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ
系抗生物質製剤

0504中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ
化

T 裸錠 黄 有 ｱﾑﾎﾀｲｼﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 大洋薬品工業 抗真菌性抗生物質製剤 9909中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾝｸﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝｸﾙｶﾌﾟｾﾙ)

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐/白 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0609中止 0112ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/白 ｴﾌﾍﾟﾆｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504中止 0310社名変更
T t 615 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠

100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
060707収載

T t617 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡褐 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽP錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

62.5mg，
31.25mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明灰 無 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽ錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T CFIX 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ100 ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)
010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T T 621:0.15 μ g:T621
0.15μ g

裸錠 白 無 ﾎｰﾈﾙ錠0.15 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.15μ g 大正製薬-大正富山医薬
品

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0304大正富山医薬品販
売 010601収載

T T 622:0.3 μ g:T622 0.3
μ g

裸錠 白 有 ﾎｰﾈﾙ錠0.3 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.3μ g 大正製薬-大正富山医薬
品

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0304大正富山医薬品販
売 010601収載

T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙSR錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成 持続性経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘ
ﾝ系抗生物質

0107中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T FX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾐｺｼﾝ錠100 ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)

T 635 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾀｲｾﾌﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質製剤

01頃中止 9711ﾋｰﾄ変更

T CCL 648 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 大洋薬品工業 経口ｾﾌｪﾑ系抗生物質製
剤

0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9705ﾋｰﾄ変更 9007
収載
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T 50 T650 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬
品

抗ﾘｳﾏﾁ剤･ｳｲﾙｿﾝ病治
療剤･金属解毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
50) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

T 100 T651
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

抗ﾘｳﾏﾁ剤･ｳｲﾙｿﾝ病治
療剤･金属解毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
100) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

T 200 T652
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡黄 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ｳｲﾙｿﾝ病治療剤･金属解
毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
200) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

T 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅｲｽﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 旭化成 抗菌性化学療法剤 01頃中止 9709ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T 裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
T t701 112.5 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/

白～帯黄白
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大洋薬品工業 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

T t 702 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090515収載

T T 702
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾏｽ錠100 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

躁病･躁状態治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0111ﾋｰﾄ変更 010907
収載(商品名の変更 前:
ﾘｰﾏｽ100)

T T 703
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾏｽ錠200 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

躁病･躁状態治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0111ﾋｰﾄ変更 010907
収載(商品名の変更 前:
ﾘｰﾏｽ200)

T t 703 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大洋薬品工業･ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

T t 707 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
T t 708 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
T t 709 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか

に灰帯白
無 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝ配合錠 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾝﾁﾊﾟﾝ錠)
T T 735

125mg
裸錠 白 無 ﾘﾝﾗｷｻｰ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 大正製薬-大正富山医薬

品
筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾗｷｻｰ錠)

T T 737
250mg

裸錠 白 無 ﾘﾝﾗｷｻｰ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 大正製薬-大正富山医薬
品

筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾗｷｻｰ250)

T T 742 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠2mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 2mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0304大正富山医薬品販
売 010202収載

T T 744 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 4mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(0805迄) 0304大
正富山医薬品販売
010202収載

T NTR 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0205
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

T NTR 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T B 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0902迄)
T BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0707迄) 9805

ﾋｰﾄ，製造元変更 9607収
載
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T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｰﾀﾞｲA錠)

T ｔ 815 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄桃 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 081107収
載

T NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0112
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

T 徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

T 徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

T SFC 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0207
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

T SFC 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾙﾆﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

T T 830 裸錠 白 有 ｽﾄﾊﾟﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

大正製薬 合成抗菌剤 9110中止

T RD 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T RD 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T Ca 250 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸剤 0804中止 020705収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

T Ca 500 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 制酸剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)
010706収載

T FMT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T FMT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T NZT 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱﾃﾐﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄)
020705収載

T t 903 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

大洋薬品工業 骨粗鬆症治療剤 090515収載

T t 904 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

T t 905 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

T t 906 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

T t 923:5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載

Ｔ t 374 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾅﾌﾄｼﾞｰﾙ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大洋薬品工業 高血圧治療剤 030704収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

Ｔ TYK463:TYK463 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

T A P D PND-5 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 交感神経β -受容体遮断
剤

旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9610本体
変更(旧:TA) 95本体刻印

T A T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9407本体刻印
920710収載

T A T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9708
ﾋｰﾄ変更
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T A T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ
変更 94本体刻印

T A T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧品名(061208迄，新:ﾋﾟﾛ
ﾗｸﾄﾝ錠25mg)，旧ﾋｰﾄｺｰ

T A F M FSM 228 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9511本
体変更(旧:TA) 9406本体
刻印

T A T A BCL 2.5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9511まで) 94本体
刻印 920710収載

T A T A HML 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 9411本
体刻印

T A T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9409本体刻印
920710収載

T A T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9703
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載

T A T A MES-5 裸錠 白 有 ﾒｽﾄﾗﾓﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｴﾑｴﾌ β ﾌﾞﾛｯｶｰ 95中止
T A T A LPF 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｴﾑｴﾌ 高脂質血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9603社

名変更 94本体刻印
T A M F 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0501中止 9807製造元，

一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
T M T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 9610

ﾋｰﾄ裏変更 9503本体刻
T M T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･科薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(大洋薬品0508

迄，科薬0601迄) 0207ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載等
9801ﾋｰﾄ変更

T M S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9511本体変更

T M T M DWN-0.5 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9603社
名変更 9409本体刻印

T M T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

T M T M DWN-1 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9603社
名変更 94本体刻印

T M T M 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 9807

変更 9712ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

T M T M 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

T M T M CLM 裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9407本
体刻印 9306ｴﾑｴﾌ製剤
から承継

T M 裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として)

大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(100528ｸﾚﾏｽﾁﾝ
錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

T X T X THX 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 96本体
変更 94本体刻印

T X T X 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9712
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 7804収載

T Z T Z 裸錠 白 有 ﾍﾙｾﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 筋緊張緩和剤 0212中止 960705収載
T Z T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

収載
T Z T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0409

頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載表
→裏他)
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T.Y.K. TSYK T.Y.K. 5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(TYK) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大正薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9504中止
TA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
止瀉剤 0712商品名変更(前:ﾀｲﾍﾟ

ﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0210頃本体ｺｰ
ﾄﾞ追加

TA TA 糖衣錠 赤 無 ﾄﾘｱﾃﾞｼﾝ腸溶錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 帝三製薬 代謝性製剤 9304中止
TA P D PND-5 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 交感神経β -受容体遮断

剤
旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9610本体
変更(旧:TA) 95本体刻印

TA T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9708
ﾋｰﾄ変更

TA T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ
変更 94本体刻印

TA T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧品名(061208迄，新:ﾋﾟﾛ
ﾗｸﾄﾝ錠25mg)，旧ﾋｰﾄｺｰ

TA F M FSM 228 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 9511本
体変更(旧:TA) 9406本体
刻印

TA T A BCL 2.5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9511まで) 94本体
刻印 920710収載

TA T A HML 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 9411本
体刻印

TA T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9409本体刻印
920710収載

TA T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9703
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載

TA T A MES-5 裸錠 白 有 ﾒｽﾄﾗﾓﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｴﾑｴﾌ β ﾌﾞﾛｯｶｰ 95中止
TA T A LPF 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｴﾑｴﾌ 高脂質血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9603社

名変更 94本体刻印
TA M F 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0501中止 9807製造元，

一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
TA T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9407本体刻印
920710収載

TA TA 001 糖衣錠 白 無 ｱｽﾊﾟﾗ配合錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

K，Mgｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬) 090925収載
(商品名変更に伴い，前:ｱ
ｽﾊﾟﾗ錠医家用)

TA Y TA1 Y-TA1：1mg 裸錠 白 有 ﾀｽﾓﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 田辺三菱製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 030704収載
（商品名変更 前：ﾀｽﾓﾘﾝ

TA TA 002 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀｲﾄﾞ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 田辺三菱製薬 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0806中止 0710社名変更
（前：田辺製薬）

TA TA 003 糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾄﾚﾝ 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1，6，12製剤 0103中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TA TA 004 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 5mg 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9304中止
TA TA 005 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠(25mg) ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg（塩酸ﾁ

ｱﾐﾝとして）
田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA TA 006 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠(50mg) ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 50mg 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9304中止
TA TA 007 糖衣錠 白 無 ｱﾛﾌﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 田辺三菱製薬 筋緊張性疾患治療剤 0710社名変更(前:田辺製

薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｱﾛﾌﾄ)

TA Tu-TA 25 Tu TA-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾀﾂﾐﾅｰﾙ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 辰巳化学 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 9904中止 960705収載
TA 糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 山之内製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9705ﾋｰﾄ

裏変更
TA 糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 山之内製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9705ﾋｰﾄ

裏変更
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TA TA 101 裸錠 淡黄 有 ｱｻﾞﾆﾝ錠50mg ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg 田辺三菱製薬 免疫抑制剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 0602商品名変更
(前:ｱｻﾞﾆﾝ錠)

TA TA 102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑ錠300mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

Kｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA TA 103 裸錠 白 無 ｱｽﾊﾟﾗ-CA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg(無水
物として)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA TA 104 裸錠 薄橙 無 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠10 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 10mg（ｸｴﾝ酸
ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮咳剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA TA 105 裸錠 薄橙 無 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 20mg（ｸｴﾝ酸
ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮咳剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA TA 106 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾅ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

対血管薬剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ｱﾄﾞﾅ
(AC-17)錠(10mg)）

TA TA 107 裸錠 橙黄～橙黄
褐

無 ｱﾄﾞﾅ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

対血管薬剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ｱﾄﾞﾅ
(AC-17)錠30mg)

TA TA 108 裸錠 白 有 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高尿酸血症治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾛｼﾄｰ

TA TA 109 裸錠 白 有 ｲﾉﾘﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 田辺三菱製薬 気管支拡張剤 0710社名変更(前:田辺製
薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｲﾉﾘﾝ錠)

TA TA 110 有核錠 灰白(灰褐の
斑点)

無 ｻﾞｲﾏ 田辺製薬 消化酵素製剤 0108中止 9606ﾋｰﾄSP-
>PTP，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

TA TA 112 裸錠 白 無 ｽﾊﾟﾄﾆﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾞｴﾁﾙｶﾙﾊﾞﾏｼﾞ
ﾝ

50mg 田辺三菱製薬 ｼﾞｴﾁﾙｶﾙﾊﾞﾏｼﾞﾝ製剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 0602商品名変更
(前:ｽﾊﾟﾄﾆﾝ錠)

TA TA 113 裸錠 白～わずか
に灰白

無 ﾆｯﾊﾟｽｶﾙｼｳﾑ錠(0.25g) ﾊﾟﾗｱﾐﾉｻﾘﾁﾙ酸ｶﾙｼｳ
ﾑ

250mg 田辺三菱製薬 抗結核剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA TA 115 裸錠 白 有 ﾋﾞﾎﾞﾅｲﾌﾟﾚﾝ錠(100mg) ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸ｶﾙ
ｼｳﾑ

100mg 田辺製薬 抗結核剤 9203中止

TA TA 117 裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾘﾝｸﾞ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 田辺製薬 高血圧治療剤 9604中止
TA TA 119 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾈﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾌﾟﾛﾘｼﾞﾝ 1mg 田辺製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0505迄)，佐藤製

薬へ承継(承継後のｺｰﾄﾞ
はS12)

TA TA 120 裸錠 白 無 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 田辺三菱製薬 Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ

TA TA 121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾅ錠 塩酸ﾏｻﾞﾁｺｰﾙ 4mg 田辺製薬 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群
治療剤

9605中止

TA TA 121 Y-PE4:TA121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾅ錠4mg 塩酸ﾏｻﾞﾁｺｰﾙ 4mg 田辺三菱製薬 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群
治療剤

0710社名変更（前：製造
販売；田辺製薬，販売；三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾍﾟﾝﾄﾅ錠)

TA TA 122 裸錠 白 有 ﾓﾉｶﾐﾝ錠 塩化ｶﾙﾆﾁﾝ 100mg 田辺製薬 消化機能亢進剤 9604中止 9404SP->瓶入
りに変更

TA TA 123 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾎﾞﾅ錠50mg ﾍﾟﾝﾄﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙｶﾙｼｳﾑ 50mg 田辺三菱製薬 催眠･鎮静剤 0710社名変更(前:田辺製
薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ﾗﾎﾞﾅ錠)

TA TA 124 裸錠 白 無 ﾅｲｷｻﾝ錠100mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮痛・抗炎症剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)
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TA TA 125:60 裸錠 白 無 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 田辺三菱製薬 Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 0211ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)，記号表→裏

TA TA 126 裸錠 白 無 ﾎﾊﾟﾃ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 田辺製薬 脳代謝賦活･精神症状改
善剤

9509中止

TA TA 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾚｷﾉﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 田辺三菱製薬 消化管運動調律剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070615収載(商品
名変更に伴い，前:ｾﾚｷﾉﾝ

TA TA 129 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｱﾐｵﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 田辺三菱製薬 脳循環・代謝改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｻｱﾐｵﾝ

TA TA 130:5 裸錠 白 無 ｶﾙｸﾞｰﾄ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 田辺三菱製薬 心機能改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA TA 131 裸錠 白 有 ｶﾙｸﾞｰﾄ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 心機能改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA TA 132:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾘｵﾝ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 5mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘｵﾝ錠5)
0710社名変更（前：田辺

TA TA 133:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾘｵﾝ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘｵﾝ錠10)
0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA TA 134:2.5 裸錠 白 無 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠2.5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0205ﾋｰﾄ変更

TA TA 135:5 裸錠 白 有 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0205ﾋｰﾄ変更

TA TA 136:10 裸錠 白 有 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠10 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0206ﾋｰﾄ変更

TA TA 137 裸錠 白 有 ｾﾚｼﾞｽﾄ錠5 ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物 5mg 田辺三菱製薬 経口脊髄小脳変性症治
療剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 000825収載

TA 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾘｵﾝOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 5mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

TA 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾘｵﾝOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

TA TA141 2mg 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 田辺三菱製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0908ﾋｰﾄTA141削除 0710
社名変更（前：田辺製薬）

TA TA 142 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｾﾚｼﾞｽﾄOD錠5mg ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物 5mg 田辺三菱製薬 経口脊髄小脳変性症治
療剤

090918収載

TA M421 TA-200 裸錠 白 有 ﾁｱﾌﾟﾛｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 模範薬品研究所 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9105中止

TA TA 201:2.5 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 田辺三菱製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0803本体割線追加 0710
社名変更（前：田辺製薬）

TA TA 202 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 田辺三菱製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA TA TA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 田辺三菱製薬 鎮痙･鎮痛剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｾｽﾃﾞ

TA TA302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾅｲｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 300mg 田辺三菱製薬 鎮痛・抗炎症剤 0905中止 0710社名変更
（前：田辺製薬） 050610
収載，品名変更に伴い
(前：ﾅｲｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ)

TA TA303
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 田辺三菱製薬 持続性Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ﾍﾙﾍﾞｯ
ｻｰR100) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄは
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TA TA304
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 田辺三菱製薬 持続性Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ﾍﾙﾍﾞｯ
ｻｰR200)

TA 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐 ｶﾑﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾝﾌﾟﾛｽﾁﾙ 25μ g 田辺三菱製薬 胃潰瘍治療剤(持続型
PGE2誘導体)

0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄褐 ｶﾑﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ12.5 ｴﾝﾌﾟﾛｽﾁﾙ 12.5μ g 田辺三菱製薬 胃潰瘍治療剤(持続型
PGE2誘導体)

0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA TA332SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｵﾚﾝｼﾞ/ｸﾘｰﾑ
色

ﾒｽｶﾙﾄ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 進化製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9603中止

TA LILLY 4112
TA4112

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

TA LILLY 4115 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

TA LILLY 4117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 抗精神病薬

TAB 裸錠 白～わずか
に黄褐

無 ﾋﾞｵｽﾘｰ錠 東亜薬品工業-東亜新
薬，鳥居薬品

整腸剤 旧ｺｰﾄﾞ(0712迄) 牛乳由
来成分含有

TAB Sc 275 Sc275 TAB40：40mg 裸錠 白 有 ﾀﾋﾞﾛﾝ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 三和化学研究所 利尿降圧剤 1005中止
TAB G ToYK505 GAL-TAB 裸錠 白 無 ｶﾞﾛｹﾞﾝ錠 ﾄｶﾝﾌｨﾙ 37.5mg 東亜薬品工業 利胆剤 9909中止 900713収載
TAB. 糖衣錠 橙 無 EA錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 塩野義製薬 ｱｽﾋﾟﾘﾝ製剤 9310中止
TAB.S 耳:F-SMIN Tab.S 裸錠 緑 無 ｴﾌｽﾐﾝ錠S ｼｵｴ製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9210中止
TAC AC 25 裸錠 白 有 ｱｾﾐﾊﾟｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TADFL DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大洋薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名（061208迄)，旧ﾋｰ

ﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)，商品名変
更に伴い(新:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸＬ
ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg)

TAG SBS 424 SBS424 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 0104製
造元変更 9708ﾋｰﾄ裏変
更(200TAG削除)

TAG SBS 474 SBS474 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504頃迄) 0104
製造元変更 9710ﾋｰﾄ裏
変更(400TAG削除)

TAIYO ACV 200 TAIYO 625:200mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TAIYO ACV 400 TAIYO 626:400mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TAIYOACV ACV 200 TAIYO ACV200:200mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TAIYOACV ACV 400 TAIYO ACV400:400mg 裸錠 白 有 ｱｸﾁｵｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大洋薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TAK KC 14 TAK KC-14 裸錠 白 無 ｱﾐﾉｷｻﾝ錠250 γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪

酸
250mg 科研製薬 脳代謝機能改善剤 9703中止

TAK MECT:611 TAK:611 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｶｼﾘﾝ錠 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾒｸﾄ 経口用合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗
生物質製剤

98中止

TAL 糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本製薬 強心配糖体 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
TALC AL AL AL 100 ALOC：100 裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾛｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ-科研製薬 高尿酸血症治療剤 0712中止 0601製造販売

元社名変更(前:日本ﾍｷｻ
ﾙ) ｻﾝﾄﾞとﾋｰﾄ異なる 0209
ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ変更
(前:TALC)

TALP ALP 裸錠 白 無 ｱｿﾞﾘﾀﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 大洋薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TAM TA M20

PGUARD:20mg PGUARD
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄～黄 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠20mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 20mg 田辺三菱製薬工場-田辺

三菱製薬
持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺

製薬）
TAM TA M30

PGUARD:30mg PGUARD
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐～褐 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 田辺三菱製薬工場-田辺

三菱製薬
持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺

製薬）
TAM TA M60

PGUARD:60mg PGUARD
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑～灰緑 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 田辺三菱製薬工場-田辺

三菱製薬
持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺

製薬）
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TAM TA M120
PGUARD:120mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青～青 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠120mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TAN KW TAN:20 20:KW TAN20 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢ｱﾒﾙ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 共和薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 091113収載

TAP A P ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾟﾛﾃﾞｯｸ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾃﾞｯｸ錠)
0410ﾋｰﾄ変更

TAPC Tw.TAPC125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾌﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9006中止

TAPC Tw.TAPC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾌﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9010中止

TARCEVA TARCEVA25 25:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～黄白 無 ﾀﾙｾﾊﾞ錠25mg 塩酸ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ 25mg(ｴﾙﾛﾁﾆ
ﾌﾞとして)

中外製薬 抗悪性腫瘍剤，上皮増殖
因子受容体(EGFR)ﾁﾛｼﾝ
ｷﾅｰｾﾞ阻害剤

071214収載

TARCEVA TARCEVA100 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～黄白 無 ﾀﾙｾﾊﾞ錠100mg 塩酸ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ 100mg(ｴﾙﾛﾁ
ﾆﾌﾞとして)

中外製薬 抗悪性腫瘍剤，上皮増殖
因子受容体(EGFR)ﾁﾛｼﾝ
ｷﾅｰｾﾞ阻害剤

071214収載

TARCEVA TARCEVA150 150:150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～黄白 無 ﾀﾙｾﾊﾞ錠150mg 塩酸ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ 150mg(ｴﾙﾛﾁ
ﾆﾌﾞとして)

中外製薬 抗悪性腫瘍剤，上皮増殖
因子受容体(EGFR)ﾁﾛｼﾝ
ｷﾅｰｾﾞ阻害剤

071214収載

TASN 131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 940708
収載

TASV TA332SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｵﾚﾝｼﾞ/ｸﾘｰﾑ
色

ﾒｽｶﾙﾄ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 進化製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9603中止

TAT 裸錠 淡黄 無 TAT錠50mg ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 利尿降圧剤 8907中止
TAZ A Z 裸錠 白 有 ｱｺﾐｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
0810ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TAZE AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0701頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TB TF-TB TF-TB TF-TB 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃｲﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ

ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤
1002中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｲﾌﾞﾛｯｸ)

TB KC 16 KC16 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾈｼｯﾄﾞ錠250mg ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ 250mg 科研製薬 痛風治療剤 0712商品名変更(前:ﾍﾞﾈ
ｼｯﾄﾞ錠) 9707ﾋｰﾄ変更(TB
削除)

TB KC 16 KC16 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾈｼｯﾄﾞ錠250mg ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ 250mg 科研製薬 痛風治療剤 0712商品名変更(前:ﾍﾞﾈ
ｼｯﾄﾞ錠) 9707ﾋｰﾄ変更(TB
削除)

TB M427 TB-20 裸錠 橙黄 無 ﾂｰﾋﾞﾀ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9008中止
TB B 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放

性）
白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 0801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TB IW 01 TB 125mg:125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾋﾞｰﾅ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

岩城製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

TB B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TB Tw TB 裸錠 淡黄 無 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 東和薬品 血糖降下剤 0606商品名変更(前:ﾄﾙﾌﾞ
ﾀﾐﾄﾞ錠「ﾄｰﾜ」)

TB T B:269 TBP269 裸錠 白 有 ﾊﾟｽﾁﾛﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東菱薬品工業 降圧･不整脈用剤 9503中止
TBC BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠)
TBHX BHX 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩錠4mg｢

ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TBL B L 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業 経口血糖降下剤 0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TBP TBP110 TBP110 100mg:100mg

TBP
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｸﾛﾀﾑ ﾄﾙﾌｪﾅﾑ酸 100mg 東菱薬品工業 消炎鎮痛剤 0412中止 0104ﾋｰﾄ変更

(100mg追加等) 9702ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TBP TBP 115 TBP115 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷﾌｪﾅｯｸ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 東菱薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0107中止 990709収載
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TBP TBP118 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾞﾚﾀﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東菱薬品工業 消炎鎮痛剤 中止
TBP TBP121 4mg：TBP121 裸錠 白 有 ﾛｷｼｰﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 東菱薬品工業-日医工 中枢･末梢性筋緊張緩解

剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｼｰﾝ錠)
0509SP包装からPTP包
装へ

TBP TBP122 2mg 裸錠 白 無 ﾛｷｼｰﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 2mg 東菱薬品工業 中枢･末梢性筋緊張緩解
剤

9705中止

TBP TBP140 糖衣錠 白 無 ﾎﾟﾘﾘﾁﾝN錠 東菱薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患治療剤 0711中止
TBP TBP141 糖衣錠 白 無 ﾎﾟﾘﾘﾁﾝ錠 東菱薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患治療剤 9203中止
TBP TBP203 裸錠 白 有 ﾈﾌﾟﾛｿﾞﾝ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 東菱薬品工業 血圧降下剤 9512中止 920710収載
TBP TBP204 裸錠 白 有 ﾈﾌﾟﾛｿﾞﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 東菱薬品工業 血圧降下剤 96中止 920710収載
TBP TBP 208 TBP208 裸錠 白 無 ﾊﾟﾝﾘｰﾌ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 東菱薬品工業-扶桑薬品

工業
乳癌治療剤 0712中止

TBP 250mg TBP211 裸錠 白 有 ｱｾﾀﾓｯｸｽ ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 東菱薬品工業-参天製薬 炭酸脱水酵素阻害剤 0210中止 0112ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
化，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TBP TBP217 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾟﾉｶ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 東菱薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
TBP TBP218 TBP218 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/淡橙 ﾌﾟﾚﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 東菱薬品工業 高脂血症治療剤 0106中止
TBP TBP:223 TBP223 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾝｼﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 東菱薬品工業 気道粘液溶解剤 中止
TBP TBP 224 TBP224 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｾﾌｪﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東菱薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
TBP TBP 226 12.5:TBP226 12.5 裸錠 白 有 ﾒﾙｶﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 東菱薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 中止 970711収載
TBP TBP 227 25:TBP227 25 裸錠 白 有 ﾒﾙｶﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 東菱薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0301中止 970711収載
TBP TBP234 糖衣錠 白 無 ｶﾞｰﾚ･ﾄﾞﾅｳ 東菱薬品工業 胆道疾患用剤 0709頃中止(ﾊﾞﾗ) 0706頃

中止(PTP) 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TBP TBP235 TBP235 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾎﾓｶﾞﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｳﾛｶﾞｽﾄﾛﾝ 2.4mg 東菱薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 0101中止
TBP TBP236 糖衣錠 橙 無 ｽﾙﾌｧﾚﾑ錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 東菱薬品工業 胆汁分泌促進剤 9707中止
TBP TBP237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｹﾞｽﾄﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東菱薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 中止
TBP TBP242 TBP242 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌﾟﾛｸﾚｲﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 東菱薬品工業-沢井製薬 循環障害改善剤 0309本体ｺｰﾄﾞ追加 0201

ﾋｰﾄ裏品名(ｶﾀｶﾅ)
010907収載(規格表示変

TBP TBP 243 TBP243 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌﾟﾛｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 東菱薬品工業-沢井製薬 循環障害改善剤 0211ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 010907収載(規格
表示変更)

TBP TBP244 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/淡黄
褐

ﾋﾞｵｾﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg 東菱薬品工業 腎性貧血･乳線腫瘍用剤 中止 920710収載

TBP TBP 253 TBP253 裸錠 白 有 ｺｯﾎﾟﾛｽ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 東菱薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

中止 960705収載

TBP TBP 254 TBP254 裸錠 白 有 ｺｯﾎﾟﾛｽ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 東菱薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

中止 960705収載

TBP TBP 262 TBP262 10mg:TBP262 口腔内崩壊錠 白 有 ｶﾞｽﾒｯﾄD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

H2受容体拮抗剤 080704収載

TBP TBP 263 TBP263 20mg:TBP263 口腔内崩壊錠 白 有 ｶﾞｽﾒｯﾄD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

H2受容体拮抗剤 080704収載

TBP TBP 265 TBP265 5mg 裸錠 黄橙 無 ｳﾃﾞｷﾉﾝ錠5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 0012中止
TBP TBP 266 TBP266 10mg 裸錠 黄橙 有 ｳﾃﾞｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 0707中止
TBP T B:269 TBP269 裸錠 白 有 ﾊﾟｽﾁﾛﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東菱薬品工業 降圧･不整脈用剤 9503中止
TBP TBP 272 TBP272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾒｯﾄ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東菱薬品工業 H2受容体拮抗剤 020705収載
TBP TBP 273 TBP273 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾒｯﾄ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東菱薬品工業 H2受容体拮抗剤 020705収載
TBP TBP 274 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東菱薬品工業-ｻﾝﾄﾞ HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
0607ﾋｰﾄ表記号変更

SANDOZ)追加 東菱薬販
のものとﾋｰﾄ異なる

TBP TBP 274 TBP274 5mg 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東菱薬品工業-東菱薬販 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0412中止 ｻﾝﾄﾞのものと
ﾋｰﾄ異なる

TBP TBP 275 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東菱薬品工業-ｻﾝﾄﾞ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0603ﾋｰﾄ表記号変更

SANDOZ)追加 東菱薬販
のものとﾋｰﾄ異なる

97 / 225 ページ



TBP TBP 275 TBP275 10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾚｸﾄ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東菱薬品工業-東菱薬販 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0412中止 ｻﾝﾄﾞのものと
ﾋｰﾄ異なる

TBP TBP301 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ﾚｵﾋﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0707中止 940708収載

TBP TBP302 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡紅 ﾚｵﾋﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東菱薬品工業-扶桑薬品
工業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0707中止 940708収載

TBP TBP316 TBP316 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾚﾁｺﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東菱薬品工業 末梢性神経障害治療剤 中止
TBP TBP320 糖衣錠 白 無 ﾚﾁｺﾗﾝ錠250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東菱薬品工業 末梢性神経障害治療剤 0108ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
TBP TBP321 500μ g 糖衣錠 白 無 ﾚﾁｺﾗﾝ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東菱薬品工業-日医工 末梢性神経障害治療剤 0211ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
TBP TBP322 TBP322 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/極薄黄赤 ﾃﾞﾎﾟﾀﾐﾝNｶﾌﾟｾﾙ 東菱薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1，6，12製剤 0706中止
TBP TBP323 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｱﾝﾂｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東菱薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9504中止 920710収載
TBP TBP324 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐 ｱﾝﾂｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東菱薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9504中止 920710収載
TBP TBP325 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐 ｱﾝﾂｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東菱薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0612中止 920710収載
TBP TBP339 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄透明 ﾅｻﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東菱薬品工業-ｲｾｲ EPA製剤 980710収載
TBP TBP 380 TBP380 錠剤 白 有 ﾚｵﾌﾟﾗｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

東菱薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0203中止 920710収載

TBP TBP 381 TBP381 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾆｶﾘﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 東菱薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害 中止 960705収載
TBP TBP391 糖衣錠 白 無 ｿﾙｺﾍﾌﾟｼｰﾙ錠 肝臓加水分解物 100mg 東菱薬品工業 肝水解物製剤 中止
TBP TBP 395 TBP395 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾅｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 東菱薬品工業 消炎酵素剤 98中止
TBP TBP396 TBP396 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ｳﾃﾞｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 中止
TBP TBP397 TBP397 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｳﾃﾞｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東菱薬品工業 代謝性心不全治療剤 0012中止
TBP TBP 399 TBP399 裸錠 白 無 ﾄﾋﾞｵｽﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 東菱薬品工業 骨粗鬆症治療剤 中止 960705収載
TBP TBP503 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｽﾊﾟﾝﾀｯｸｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 東菱薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0104中止
TBP TBP504 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸﾓｼﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
125mg，
125mg

東菱薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0305中止

TBP TBP601 TBP601 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｽﾃﾉｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 東菱薬品工業 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9206中止
TBP TBP604 TBP604 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾙﾍﾞﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 東菱薬品工業-東菱薬販 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0801中止 920713収載
TBP TBP 621 TBP621 裸錠 灰褐 有 ｳｲﾝｿﾏｰﾙ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 東菱薬品工業 合成抗菌剤 9504中止
TBP TBP 622 TBP622 裸錠 灰褐 有 ｳｲﾝｿﾏｰﾙ錠500mg ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 東菱薬品工業 合成抗菌剤 中止
TBP TBP 624 TBP624 裸錠 白 有 ｺｺｰﾙ錠 ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 東菱薬品工業 抗真菌剤 0411中止
TBR BR 20 μ g DORNALIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体製剤
0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TBR BR 40 μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TBRN KC 13 KC13 50μ g：50μ g 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾝｺﾘﾝ錠50 塩酸ﾏﾌﾞﾃﾛｰﾙ 50μ g 科研製薬 持続性気管支拡張剤 1003中止 050610収載(品
名変更に伴い 前：ﾌﾞﾛﾝｺﾘ
ﾝ錠）

TBRN KC 03 KC03 25μ g：25μ g 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾝｺﾘﾝ錠25 塩酸ﾏﾌﾞﾃﾛｰﾙ 25μ g 科研製薬 持続性気管支拡張剤 1003中止 9707ﾋｰﾄ変更
(TBRN25削除)

TBT B T 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧品名(090324ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
錠0.25mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TBT B T 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝ錠)

TBX BX 5 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断剤 0704ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TBX BX 10 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断剤 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TC 裸錠(花型) 淡紅 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢

CH｣
ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
降圧利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾘｸﾛﾝ錠) 十
字割線

TC SW-TC 裸錠 淡橙 有 ﾄﾗﾝｺｰﾄ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 沢井製薬 筋弛緩剤 92中止
TC 裸錠(花型) 淡紅 有 ﾄﾘｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 長生堂製薬 降圧利尿剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢
CH｣) 十字割線

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾀｸﾛﾝNｿﾌﾄ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 微小循環改善剤 9611中止

TC C 1 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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TC SW TC1 SW-TC1:1 mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ｻ
ﾜｲ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 沢井製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TC C 2 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TC TC 2 2mg:2mg TC2 裸錠 白 有 ｼﾞｱﾊﾟｯｸｽ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 大鵬薬品工業 鎮静･抗不安剤 0206ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 9705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化
TC SW TC2 SW-TC2:2 mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 沢井製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

乳白 ﾍﾓﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 経口痔核治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾓﾘｰﾙ(ﾄｰﾖ))

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄTY ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 組織修復性抗潰瘍剤 9703中止
TC SW TC4 SW-TC4:4 mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ｻ

ﾜｲ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 沢井製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
090515収載

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛｰﾘﾎｰﾑ250 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症治療剤 中止
TC TC 5 5mg:5mg TC5 裸錠 白 有 ｼﾞｱﾊﾟｯｸｽ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大鵬薬品工業 鎮静･抗不安剤 9708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化，裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC t C5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 大洋薬品工業･ﾎｽﾋﾟｰﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ
前立腺癌治療剤 090515収載

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛｰﾘﾎｰﾑ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症治療剤 中止
TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ（細長

球）
橙 ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-沢井製薬 高血圧･狭心症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0304ﾋｰﾄ表10mg追
加，裏商品名記載（ｶﾀｶ

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ﾓﾄｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症改善･動脈硬化
用剤

0412中止

TC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢TY｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血管拡張剤 9611中止
TC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢TY50｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血管拡張剤 9611中止
TC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｴﾄﾘｿﾞﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 筋弛緩剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
TC 裸錠 白 有 ｽﾊﾟﾐｵﾝ錠5 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 平滑筋鎮痙剤 92中止
TC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗﾐﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 脳卒中後遺症･脳動脈硬

化症治療剤
9611中止

TC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｱﾛﾝﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙTY ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 消炎鎮痛剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
TC TC 21:5 5mg:5mg TC21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝ錠5 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 5mg 大鵬薬品工業 H2受容体拮抗剤 0503ﾋｰﾄ変更
TC 裸錠 白 有 ﾋﾞﾝﾃｰﾙ(ﾄｰﾖ) ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
92中止

TC TC 22:10 10mg:10mg TC22 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝ錠10 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 10mg 大鵬薬品工業 H2受容体拮抗剤 0503ﾋｰﾄ変更
TC 裸錠 白 有 ﾆｺﾓﾘﾝ(ﾄｰﾖ) ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血行改善剤 91ｺｰﾄﾞ化
TC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｰﾘﾝｶﾌﾟｾﾙTY 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 虚血性心疾患治療剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
橙 ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高血圧･狭心症治療剤 900713収載

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙透明 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｿﾌﾄ0.25TY ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙黄透明 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｿﾌﾄ0.5TY ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 緩下剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｯﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ（楕円
球）

淡黄 ｴﾊﾟｷｬｯﾌﾟｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
300mg

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

EPA製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾊﾟｷｬｯﾌﾟｿﾌﾄ
300)

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-沢井製薬 免疫抑制剤 060707収載

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・沢井製薬 免疫抑制剤 050708収載
TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・沢井製薬 免疫抑制剤 050708収載
TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球)
橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・興和ﾃﾊﾞ 末梢循環･脂質代謝改善

剤
1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)
ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵとｺｰﾄﾞ異な

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ（楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
TC｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

090515収載

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ300mg｢TC｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載
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TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ600mg｢TC｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 600mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

TC 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ900mg｢TC｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

TC TC 101 TC101 裸錠 白 有 ｺﾚﾃﾞｽA錠 大鵬薬品工業 解熱鎮痛剤 中止 9703ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

TC TC 126 TC126 糖衣錠 白 無 ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝ錠 大鵬薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ･肝臓疾患用 92中止
TC TC 133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾝﾍﾟﾗﾝ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大鵬薬品工業 精神神経用剤 9612中止
TC TC 134 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾝﾍﾟﾗﾝ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大鵬薬品工業 精神神経用剤 9206中止
TC TC138 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾘﾀﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 9503中止 9306変更
TC TC 140 TC140 90mg:TC140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9702ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC TC 140 90mg:90mg TC140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠90mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠)
TC TC 151 TC151 75mg:TC151 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 9608中止 940826収載
TC TC 151 Y-DS75:TC151 Y-DS75 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 吉富製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで)9702大

鵬から承継，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載

TC TC 200 TC219SV 裸錠 白 有 ﾗﾅﾀｰﾙ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 進化製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9603中止

TC TC201 TC201 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾝﾍﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大鵬薬品工業 消化性潰瘍･精神神経用
剤

0205中止 9706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
化，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TC TC 215 TC215 裸錠 淡黄赤 有 ｴﾎﾁﾉﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 大鵬薬品工業 循環増強剤 1006中止 0706商品名変
更(前:ｴﾎﾁﾉﾝ錠)

TC TC 223 TC223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛﾝM錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大鵬薬品工業 脳代謝改善剤 9305中止
TC TC 254 10mg：TC254 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌﾙﾊﾟﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大鵬薬品工業 代謝性心筋賦活剤 0804中止 060609収載(商

品名変更に伴い，前:ﾌﾙ
ﾊﾟﾉﾝ錠)

TC TC255 軟ｶﾌﾟｾﾙ 紅透明 ﾌﾙﾊﾟﾉﾝｿﾌﾄ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 大鵬薬品工業 代謝性心筋賦活剤 9405中止
TC TC256 軟ｶﾌﾟｾﾙ 紅透明 ﾌﾙﾊﾟﾉﾝｿﾌﾄ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大鵬薬品工業 代謝性心筋賦活剤 9506中止
TC 5mg TC267 5mg：TC267 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｻﾌﾟﾚｽﾀｶﾌﾟｾﾙ5mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大鵬薬品工業 持続性Ca拮抗剤 030704収載
TC 10mg TC268 10mg：TC268 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｻﾌﾟﾚｽﾀｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大鵬薬品工業 持続性Ca拮抗剤 030704収載
TC TC 271:10 TC271 10mg:TC271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9703ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC TC 271:10 10mg:TC271 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 1007ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ中
TC TC 272:20 TC272 20mg:TC272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 97ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC TC 272:20 20mg:TC272 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 1007ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ中
TC TC 301 TC301 裸錠 橙黄 無 ﾘﾎﾞﾗｸﾄ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 大鵬薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9201中止
TC TC 302 TC302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤淡黄赤 無 ﾌﾗｯﾄﾞ錠-5 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 大鵬薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9206中止
TC TC 303 TC303 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤淡黄赤 無 ﾌﾗｯﾄﾞ錠-10 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 大鵬薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9206中止
TC TC305 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｰｾﾞｯｸｽ錠10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大鵬薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9305中止
TC TC324 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大鵬薬品工業 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0205中止 ﾋｰﾄ表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC TC 326 TC326 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか

に帯黄白
無 ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝC配合錠 大鵬薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ･肝臓疾患用

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝC

TC TC401  TC401 TC401 200mg：TC401
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾄﾗﾌｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾄﾗﾌｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0608ﾋｰﾄ表記号，裏
200mg追加 0207ﾋｰﾄ裏記

TC TC419 TC419（耳）:TC419 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾄﾗﾌｰﾙ腸溶ｶﾌﾟｾﾙ
200mg

ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 1102中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾄﾗ
ﾌｰﾙEｶﾌﾟｾﾙ)

TC TC 430 耳:TC430 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾄﾗﾌｰﾙ腸溶錠200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾄﾗﾌｰﾙE錠)
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TC TC434  TC434 100mg TC434:100mg
TC434 ﾋｰﾄ耳裏:UFT
T100

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg)，ﾋｰﾄ耳裏記号
記載へ変更等

TC TC 435 TC435 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｸﾗﾆﾝ錠50 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

50mg 大鵬薬品工業 放射線保護･白血球減尐
症治療剤

9311中止

TC TC440 TC440 50mg:TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 95ﾋｰﾄ裏変
更 950317収載

TC TC440 TC440 50mg:50mg TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧本体，ﾋｰﾄ(0503頃迄)
TC ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨ 50 50mg:50mg TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0503頃本体商品名記載

(本体TC440削除等)，ﾋｰﾄ
変更

TC TC441 TC441 100mg:TC441 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9509ﾋｰﾄ
裏変更 950317収載

TC TC441 TC441 100mg:100mg TC441 ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧本体，ﾋｰﾄ（0503頃迄，
本体商品名記載に伴い）

TC ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨ 100 100mg:100mg TC441 ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0503頃本体商品名記載
(本体TC441削除等)，ﾋｰﾄ
変更

TC TC442  TC442 TC442 20mg:20mg
TC442 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T20

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ20)，ﾋｰﾄ耳裏記号追

TC TC443  TC443 TC443 25mg:25mg
TC443 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T25

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ25)，ﾋｰﾄ耳裏記号記

TC TC 447:25 25mg TC447：TC447
25mg

裸錠 淡黄白 無 ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 25mg（ﾎﾘﾅｰ
ﾄとして)

大鵬薬品工業 還元型葉酸製剤 0810本体25追加，小型化

TCA Ca 500 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 制酸剤 0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TCBSM 裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

収載
TCC TwTCC

250mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

ﾄｰﾜ｣
ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 東和薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 1007ﾎﾞﾃﾞｨに記載の本体

ｺｰﾄﾞ削除 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾗﾈ
ｷｻﾑ酸･C｢ﾄｰﾜ｣)

TCD CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 0902ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TCD CD 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 大洋薬品工業 緩下剤 090515収載
TCF 635 TCF-250 635 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾀｲｾﾌﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで)
TCFIX CFIX 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ100 ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1009中止 0704ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
TCG CG 401 ﾄﾛｰﾁ 白 無 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 0907ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ変更，製造販売元変
更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ)

TCG CG 402 ﾄﾛｰﾁ 淡紅 有 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 0907ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更，製造販売元変
更に伴い(前:ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ)

TCL CL 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断薬 0709ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TCL CL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断薬 0809ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TCL TCL-250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾀｲｾﾌｧｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg 大洋薬品工業 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)

TCL TCL 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾀｲｾﾌｧｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 大洋薬品工業 経口用合成ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ
系抗生物質製剤

0504中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ
化

TCLT CLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾙﾐﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 心身安定剤 0909中止 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更

TCM CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓｽﾄﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大洋薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TCN C N 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 経口血糖降下剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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TCNS TCNS 裸錠 白又は類白 無 ｺﾝﾄﾞﾛﾝS錠 ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 400mg 科研製薬 ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 8804
ｺｰﾄﾞ化

TCP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/微黄赤 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙﾄﾔ 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 富山化学工業 抗生物質製剤 9604中止
TCP MO 130 MO130 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠1mg ﾏﾚｲﾝ酸ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝ 1mg 持田製薬 四環系抗うつ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠)
TCR IC-613 TCR IC-613 TCR:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾄｷｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ｲｾｲ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｷｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ)

TCST CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓｽﾄﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)
960705収載

TCSV TC 200 TC219SV 裸錠 白 有 ﾗﾅﾀｰﾙ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 進化製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9603中止

TCT TCT25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾁｶﾀﾚﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｲｾｲ 鎮痛・抗炎症剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｶﾀﾚﾝ錠)

TCTN P T 裸錠 白 有 ｶﾃﾌﾟﾁﾝ錠0.05mg 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.05mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
TCZ CZ 50 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TCZ CZ 100 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TD Tw:TD Tw.TD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾝﾀﾞｻﾞｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 東和薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 94中止
TD THEO-DUR 50 裸錠 白 無 ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠50mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 50mg 田辺三菱製薬 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾃｵﾄﾞｰﾙ

TD THEO-DUR 100 裸錠 白(斑点) 有 ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 田辺三菱製薬 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾃｵﾄﾞｰﾙ

TD Tu-TD 200 Tu TD-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾂﾒｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 辰巳化学 脳循環代謝改善剤 9905中止 900713収載
TD THEO-DUR 200 裸錠(楕円形) 白(斑点) 有 ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 田辺三菱製薬 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾃｵﾄﾞｰﾙ

TDC TDC TDC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾘﾄﾞｾﾗﾝ配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-大洋薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘﾄﾞｾﾗﾝ錠)，
ｺｰﾄﾞ追加

TDC TDC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾝﾀﾞｼﾝ錠500 ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9008中止 薬価削除
TDFL DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大洋薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸLｶ

TDG TDG 裸錠 白 無 ｼﾞﾋｺﾞﾀﾐﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 科研製薬 起立性低血圧･片頭痛
(血管性頭痛)治療剤

0107中止

TDI 裸錠 淡黄褐 有 ﾃﾞｨｰﾗ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 科研製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0208中止 0203頃ﾋｰﾄ変
更

TDLA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾘﾄﾞｾﾗﾝ錠 中外製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB剤 0509より大洋薬品工業販
売へ 旧ﾃﾞｰﾀ，ｺｰﾄﾞ

TDLC DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大興製薬 消化管運動改善剤 9904中止 980710収載 大
洋のﾀﾞﾘｯｸ錠(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ)と
ｺｰﾄﾞ同じ

TDLC DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞﾘｯｸ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 消化管運動改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄) 大興
のﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞ
ﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

TDLZ DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 0901113収載(商品名変
更に伴い，前:ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠
30)，ﾋｰﾄ若干変更

TDLZ DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 旧品名(091113ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩錠30mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 0706ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ変更

TDLZ DLZ 60 裸錠 白 有 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠60mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 091113収載

TDLZ DLZ 100mg  DLZ 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝRｶﾌﾟ
ｾﾙ100)
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TDLZ DLZ 100mg  DLZ 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧品名(091113ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ100mg
｢ﾀｲﾖｰ｣に変更) 0705ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

TDN TDN5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄褐半透
明

ﾁｵﾃﾞﾛﾝ5mg ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg 塩野義製薬 腎性貧血用剤･抗乳腺腫
瘍剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄)

TDP TDP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼﾞｸﾛﾎﾟﾛﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 海外製薬 消炎鎮痛剤 9001中止
TDP DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞﾘｯｸ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 消化管運動改善剤 旧品名(090324ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ

錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
大興のﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10(ﾄﾞﾝ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ

TDP DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 消化管運動改善剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞﾘｯｸ錠10)
大興のﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10(ﾄﾞﾝ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ

TDS SWTDS 5 SW-TDS5:5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ｻﾜｲ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安剤 080704収載

TDS Tw.TDS10 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲﾁｱ10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
TDS SWTDS 10 SW-TDS10:10 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠

10mg｢ｻﾜｲ｣
ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安剤 080704収載

TDS SW TDS:20 SW-TDS20:20 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢ｻﾜｲ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 沢井製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安剤 091113収載

TDX DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TDX DX 250 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣0.25mg ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TE 糖衣錠 黄 無 ﾁｵﾃﾞﾆﾝ10 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 長生堂製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2剤 0701中止
TE Y TE Y-TE 裸錠(長楕円

形)
白 有 ﾃﾚｽﾐﾝ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 田辺三菱製薬 抗てんかん･躁状態治療

剤，三叉神経痛治療剤
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ﾃ
ﾚｽﾐﾝ錠)

TE t E1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TE t E2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TE t E3 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 大洋薬品工業 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TE t E5 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 大洋薬品工業 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TE KB TE5 裸錠 白 有 ﾃﾗﾅｽ錠5 塩酸ﾛﾒﾘｼﾞﾝ 5mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 片頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ 990507収載 ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TE t E7 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 大洋薬品工業 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TE 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠50mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

TE TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾚﾍﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載 本
体同記号，同成分他4品
目有

TE 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TE 裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TEB KC 12 KC12 125mg：125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾌﾞﾄｰﾙ125mg錠 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg 科研製薬 結核化学療法剤 9709ﾋｰﾄ変更(TEB125削
除)

TEB KC 11 KC11 250mg：250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg 科研製薬 結核化学療法剤 9707ﾋｰﾄ変更(TEB250削
除)

TEBD YT F2 YT-F2:YT-F2 TEB-D50 口腔内崩壊錠 白 有 ﾃﾙﾎﾞﾐﾝD錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 心臓選択性β 遮断剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 990315承
認 9907販売

TEC TE C1:TE C1 1.25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄白 有 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠1.25mg｢TE｣ ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ
ﾃﾗｽ製薬

心不全治療薬 081107収載
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TEC TE C2:TE C2 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ錠2.5mg｢TE｣ ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ
ﾃﾗｽ製薬

心不全治療薬 081107収載

TECHLARM NPI 219 NPI-219 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾗｰﾑ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日本薬品工業 脳循環代謝改善剤 9902中止
TED TE D1 TED1 裸錠 白 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠

50mg｢TE｣
塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 50mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ

ﾃﾗｽ製薬
不整脈治療剤 100528収載

TED TE D2 TED2 裸錠 白 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠
100mg｢TE｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ
ﾃﾗｽ製薬

不整脈治療剤 100528収載

TEDI TE D1 TED1 裸錠 白 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠
50mg｢TE｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 50mg 三全製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ，ｱｽ
ﾃﾗｽ製薬

不整脈治療剤 100528収載

TEE TE E1:TE E1 TE E1 裸錠(長円形) 白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-持田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

TEE TE E2:TE E2 TE E2 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-持田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

TEG CG 214 TEG:CG 214 TEG 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ てんかん･躁状態治療剤 9303中止
TEG CG 213 TEG100:CG 213 TEG100 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

旧ﾋｰﾄ(0209迄) 920710収
載

TEG CG 214 TEG200:CG 214 TEG200 裸錠 白 有 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

向精神作用性てんかん･
躁状態治療剤

旧ﾋｰﾄ(0208迄) 920710収
載

TEIJIN 二層錠 淡黄赤/白 無 ｱﾌﾀｯﾁ ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ(外) 0.025mg 帝人 付着性ｱﾌﾀ性口内炎治療
剤

旧ﾋｰﾄ（0210迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載，ｺｰﾄﾞAFT

TEIJIN TJN673 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 帝人 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUR削除

TEIJIN TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号LAX削除 9610ﾋｰﾄ裏

TEIJIN TJN ONE:0.25 0.25μ ｇ:0.25μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TEIJIN TJN ONE:0.5 0.5μ g:0.5μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TEIJIN TJN ONE:1.0 1.0μ g:1.0μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TEIJIN TJN 283:SPR 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 持続性気管支拡張剤･腹
圧性尿失禁治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠)

TEIJIN TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUC削除

TEISAN 1.5:TEISAN TEISAN1.5 裸錠 白 有 ﾌﾛｷﾞｽ錠1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

精神障害治療剤 9211中止

TEISAN TEISAN TKS31 裸錠 白 無 ﾌﾛｷﾞｽ錠0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

精神障害治療剤 9310中止

TEL PT T01 裸錠 白 無 ﾃﾘﾏｹﾞﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 胃粘膜麻酔剤 9805中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TEMODAL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ 100mg MSD 抗悪性腫瘍剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) 治験
中のものは本体ｺｰﾄﾞが
TEMODALではなく
TEMOZOLOMIDE

TEMODALS
P

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ 20mg MSD 抗悪性腫瘍剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) 治験
中のものは本体ｺｰﾄﾞが
TEMODALではなく
TEMOZOLOMIDE
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TEMOZOLO
MIDESP

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ 20mg MSD 抗悪性腫瘍剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) 治験
中のものは本体ｺｰﾄﾞが
TEMODALではなく
TEMOZOLOMIDE

TEMOZOLO
MIDESP

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ 100mg MSD 抗悪性腫瘍剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) 治験
中のものは本体ｺｰﾄﾞが
TEMODALではなく
TEMOZOLOMIDE

TEMPD KC 28 KC28 18000:18000 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性)

白～灰白 無 ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･P錠18000 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 科研製薬 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･PD
錠)

TEN EN 裸錠 薄桃 無 ﾚﾘｰﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TEN EN 5 裸錠 白 有 ﾚﾘｰﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0704ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TEN Th 275 Th275 TEN50 糖衣錠 淡青 無 ﾃﾝｻｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 循環機能改善剤 92中止
TEN Th 276 Th276 TEN100:TEN100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾝｻｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管拡張剤 9808中止
TEPN EPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾅﾙﾄﾞ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業 筋緊張改善剤 0906日医工中止 0807販

売元変更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸ
ｽ)

TER TER 125 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ｻﾝﾄﾞ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

TEZ GS:TEZ GS TEZ:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯紅白 無 ﾊﾟｷｼﾙ錠5mg 塩酸ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ水和物 5mg(ﾊﾟﾛｷｾﾁ
ﾝとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤

100924収載

TF ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾁｵﾃﾞﾆﾝ15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 長生堂製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2剤 0701中止
TF TF 速崩錠 無 ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝﾌｧﾐﾘｰ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ，臭化水

素酸ｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ
25mg，
0.16mg

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 乗り物酔い薬 0206発売

TF t F1 口腔内崩壊錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠50mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 090515収載

TF t F2 口腔内崩壊錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 090515収載

TF Y TF2.5 Y-TF2.5 糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ糖衣錠｢ﾖｼﾄ
ﾐ｣(2.5)

ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ 2.5mg（ﾄﾘﾌﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝとし
て）

田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0401ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

TF TF 04 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝﾌﾞﾚﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
TF Y TF5 Y-TF5 糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ糖衣錠｢ﾖｼﾄ

ﾐ｣(5)
ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg（ﾄﾘﾌﾛﾍﾟ

ﾗｼﾞﾝとして）
田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0307ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

TF TF 25 TTS-156 25mg:25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢ﾀｶﾀ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TF TF 50 TTS-157 50mg:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ﾀｶﾀ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TF TF 75 TTS-158 75mg:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ﾀｶﾀ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TFASS TF-ASS(内袋) 口腔内貼付剤 白/淡赤 ｱﾌﾀｼｰﾙ25μ ｇ ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ(外) 0.025mg 帝國製薬-大正富山医薬
品

ｱﾌﾀ性口内炎治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾀｼｰﾙS)

TFC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/類白 ﾃﾌｼｰﾙ･C ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東和薬品 抗悪性腫瘍剤 旧品名(0612迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾃﾌｼｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ200mg) 0304ﾋｰﾄ裏

TFE FE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TFL 裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨﾙｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･大洋薬品工業 自律神経調整剤 0912大洋薬品工業中止
940708収載

TFM FM 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 利尿降圧剤 1004裸錠→ﾌｨﾙﾑｺｰﾄに
変更 0906ﾋｰﾄ表20追加
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TFM F M ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業 利尿降圧剤 1004裸錠→ﾌｨﾙﾑｺｰﾄに
変更，ﾋｰﾄ表40追加 0702
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TFMN TFMN：25mg 裸錠 白又は微黄 無 ｴﾌﾐﾝ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 富士製薬工業-科研製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0609迄) 0305ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TFMT FMT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ H2受容体拮抗剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TFMT FMT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ H2受容体拮抗剤 0701頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TFNTNS NS 174 TFNT NS174 裸錠 白 有 ﾌｧﾝﾄﾚｰﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 日新製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
TFP 糖衣錠 白 無 ﾌﾛﾍﾞﾝ錠40 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 科研製薬 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾛﾍﾞﾝ) 9702
ﾋｰﾄ変更(TFP削除)

TFR TFR 250 TFR 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾄｰﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 中北薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0107中止 9903承継(ｴﾑｴ
ﾌより) 9608休止 9603社
名変更

TFTB TF-TB TF-TB TF-TB 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃｲﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

1002中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｲﾌﾞﾛｯｸ)

TFTB TF-TB TF-TB TF-TB 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃｲﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

1002中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｲﾌﾞﾛｯｸ)

TFTL TF-TL10 10mg：TF-TL10 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/無 MSﾂﾜｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 10mg 帝國製薬 持続性癌疼痛治療剤 0407ﾋｰﾄ記号表→裏
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TFTL TF-TL30 30mg：TF-TL30 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅/無透明 MSﾂﾜｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 帝國製薬 持続性癌疼痛治療剤 0412ﾋｰﾄ記号表→裏
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TFTL TF-TL60 60mg：TF-TL60 60mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/無透明 MSﾂﾜｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 帝國製薬 持続性癌疼痛治療剤 0501ﾋｰﾄ記号表→裏
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TFX SW TFX 75 SW-TFX75:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載

TFX FX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾐｺｼﾝ錠100 ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0901中止 0711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更

TFX SW TFX 150 SW-TFX150:150 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 沢井製薬 広範囲経口抗菌剤 091113収載

TG TG 01 TG-01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠｢ｻﾜｲ｣ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬-ﾂﾑﾗ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 94中止 920803販売
TG TG 001:0.5 TG001 0.5 裸錠 白 無 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠0.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾄﾞｷｻ

ｿﾞｼﾝとして)
田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

TG TG 02 TG-02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾘﾝｽﾀｰ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ﾂﾑﾗ β 遮断剤 9503中止 920710収載
TG TG 002:1 TG002 1 裸錠 白～微黄 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

TG TG 03 TG-03 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ﾂﾑﾗ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 94中止 920710収載
TG TG 003:2 TG003 2 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ

ﾝとして)
田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

TG TG 004:4 TG004 4 裸錠 白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠4mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg(ﾄﾞｷｻｿﾞｼ
ﾝとして)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

血圧降下剤 090515収載

TG TG 05 TG-05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾛﾄｯﾌﾟL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ﾂﾑﾗ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 94中止 920710収載
TG Tw TG 裸錠 白 無 ﾁｵｸﾞｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 β -遮断剤

加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾁｵｸﾞｰﾙ錠)

TG TG 005 TG005 1 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載
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TG TG 006 TG006 2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TG TG 007 TG007 4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TG TG011 12.5mg 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

冠血管拡張剤 1004ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TG TG 012 TG012 25mg:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

冠循環改善剤 0912ｺｰﾄﾞ変更

TG G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TG G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0810ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TG TG 51:1 TG 51 1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

TG TG 52:3 TG 52 3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

TG TG 71:25 TG71 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TG TG 72:50 TG72 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TG TG 73:75 TG73 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TG TG 100 TG100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

TG TG 105 TG105 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TG TG 106 TG106 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TG TG 107 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高尿酸血症治療剤 101119収載

TG TG 111 TG111 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性選択H1受容体拮
抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

TG TG 112 TG112 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性選択H1受容体拮
抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

TG TG 113:5 TG113 5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

TG TG 114:10 TG114 10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

TG TG 117:50 TG117 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

消化管運動賦活剤 080704収載

TG TG 119 TG119 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

TG TG 120 TG120 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

TG TG 121 TG121 8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高血圧症・狭心症治療剤
（持続性Ca拮抗薬）

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

TG TG 122 TG122 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性Ca拮抗薬 080704収載

TG TG 123 TG123 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

持続性Ca拮抗薬 080704収載

TG TG 131:.25 TG131 0.25 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

TG TG 132:１ TG132 1 裸錠(楕円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

TG TG 133 TG133 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 080704収載

TG TG 135 TG135 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

不整脈治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載
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TG TG 136 TG136 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

不整脈治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

TG TG 137 TG137 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ抗生物質製剤 080704収載

TG TG 151 TG151 5 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠5mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載

TG TG 152 TG152 10 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠10mg｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

080704収載

TG TG 172:10 TG172 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg
｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

尿失禁･頻尿治療剤 080704収載

TG TG 173:20 TG173 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg
｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

尿失禁･頻尿治療剤 080704収載

TG TG400 15 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

091113収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ15mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

TG TG 403  TG 403 TG403 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
25mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

不整脈治療剤 080704収載

TG TG 404 TG 404 TG404 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

不整脈治療剤 080704収載

TG TG 405  TG 405 TG405 75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

H2受容体拮抗剤 080704収載

TG TG 406  TG 406 TG406 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

H2受容体拮抗剤 080704収載

TG TG 411 TG411 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁﾝ 2mg（ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁ
ﾝとして）

長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 1012ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い 1004製造
販売元変更(前：ｱｽﾃﾗｽ

TGS TGS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｲｶﾞｽﾄﾛﾝ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 H2受容体拮抗剤 9206中止
TH CH 裸錠 白 有 ﾁｵﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 長生堂製薬 催眠鎮静剤 9005中止
TH TH 7 TH7 125mg:TH7 裸錠 白～淡黄白 有 ﾘﾌﾟﾉｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
東菱薬品工業-三笠製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

TH Th 111 Th111 LTC:LTC 裸錠 白 有 ﾗｲﾄｺｰﾙ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 睡眠導入剤 9808中止 9306本体ｺｰﾄﾞ
化 920710収載

TH Th 123 Th123 MAP10:MAP10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 四環系抗うつ剤 9808中止 940708収載
TH TH124SV 糖衣錠 白 無 ﾄﾉｻﾙｼﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 進化製薬 抗痙縮剤 9304中止
TH TH124SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉｻﾙｼﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 進化製薬 抗痙縮剤 9408中止
TH Th 124 Th124 MAP25:MAP25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾏﾌﾟﾚｽ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 四環系抗うつ剤 9808中止 940708収載
TH Th 131 Th131 CRC100:CRC100 裸錠 薄紅 有 ｶﾙｺｰﾊﾟ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，

10mg(無水物
として)

ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 94ﾋｰﾄ
変更 920710収載

TH Th 141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾌﾗｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
TH Th 142 裸錠 白 有 ﾅﾛｯﾌﾟ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
TH Th 143 Th143 OXT200:OXT200 裸錠 白 無 ｵｷｻｯﾄ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 持続性消炎･鎮痛剤 9808中止 940708収載
TH 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾁﾛﾝS錠 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痛剤 91中止
TH Th 146 Th146 UNF:UNF 糖衣錠 白 無 ｳﾅﾆﾌ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痛･抗炎症剤 9808中止 960705収載
TH Th 151 Th151 ZPT25:ZPT25 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更

920710収載
TH Th 152 Th152 ZPT50:ZPT50 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 920710収載
TH 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠｢BMT｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 催眠鎮静剤 92中止
TH Th 161 Th161 TP:TP 裸錠 白 有 ﾄﾘﾌｪｼﾞﾉﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで)
TH Th Th162 REM:REM 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾚﾐﾀｰﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痙剤 9808中止
TH Th 170 裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠｢

BMT｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経用剤 92中止

TH Th 174 Th174 SR50T:SR50T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神情動安定剤，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

9808中止

TH Th 175 Th175 SR100:SR100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
TH Th 176 Th176 SR200:SR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
TH Th 178:1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢BMT｣1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神病治療剤 92中止
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TH Th 179 Th179 CLP25:CLP25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠25 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
900713収載

TH Th 180 Th180 CLP50 50:CLP50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 920710
収載

TH Th186 Th186 TRN:TRN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
900713収載

TH Th 188 Th188 MEQ:MEQ 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｰﾙ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 94ﾋｰﾄ
変更 9108本体ｺｰﾄﾞ化

TH Th 190:1 Th190 ROP1 1:ROP1 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 940708
収載

TH Th 191:3 Th191 ROP3 3:ROP3 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 940708収載
TH Th 192:6 Th192 ROP6 6:ROP6 裸錠 白 無 ﾛﾍﾟｰﾙ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 940708収載
TH Th 194 Th194 SDF100:SDF100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠100 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 970711

収載
TH Th 195 Th195 SDF200:SDF200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀﾄﾞﾙﾌ錠200 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 970711

収載
TH 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ色/ｸﾘｰ

ﾑ色
ﾏﾀﾞﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化酵素剤 92中止

TH Th 223 Th223 HGT:HGT 裸錠 白 無 ﾊｲﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

9808中止

TH Th 261 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢BMT｣5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 高血圧･不整脈用剤 92中止
TH Th263 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｵｵｺﾞﾉｰﾙ25 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 心機能亢進調整剤 91中止
TH Th264 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｵｵｺﾞﾉｰﾙ50 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 心機能亢進調整剤 91中止
TH Th272 糖衣錠 赤 無 ﾍﾟｸﾄﾗｼﾞﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 冠循環改善剤 92中止
TH Th273 糖衣錠 黄 無 ｱﾃﾘｵｼﾞﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 脳血流障害改善剤 91中止
TH Th 274 Th274 GS:GS 裸錠 白 無 ｶﾞﾄﾞｾﾘﾝ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
TH Th 275 Th275 TEN50 糖衣錠 淡青 無 ﾃﾝｻｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 循環機能改善剤 92中止
TH Th 276 Th276 TEN100:TEN100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾝｻｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管拡張剤 9808中止
TH Th277 HOX:HOX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/無透明 ﾎｸｽﾉｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ製剤 97中止 900713収載
TH Th 282 Th282 TOG200:TOG200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄｰｶﾞｽﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ H2受容体拮抗剤 9808中止 95ﾋｰﾄ変更 94

再開 9111中止
TH Th283 TOG400:TOG400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄｰｶﾞｽﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ H2受容体拮抗剤 9704中止 940708収載
TH Th331 糖衣錠 桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢BMT｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 91中止
TH Th332 糖衣錠 濃桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠500｢BMT｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 91中止
TH Th335 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｢S｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢性神経障害治療剤 92中止
TH Th 352 Th352 ST:ST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾁﾀｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 酵素性消炎剤 9808中止
TH Th368 Th368 CY:CY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙 ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ｢BM｣ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 細胞呼吸賦活剤 9808中止 951201商品名

変更(前:ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ
｢BMT｣)

TH 裸錠 橙黄 無 ﾍﾟﾘｸﾛﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管強化止血剤 92中止

TH Th 421:50 Th421 ALT:ALT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾛﾃﾉ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 心臓選択性β 遮断剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
9303本体追加

TH Th422 MST50:MST50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 不整脈治療剤 9707中止 940708収載

TH Th423 MST100:MST100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 不整脈治療剤 9806中止 940708収載
TH Th 424 Th424 TNT:TNT 糖衣錠 淡橙 無 ﾃﾈｽﾄ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9808中止 950707収載

TH Th 460 Th460 TMF 裸錠 白 無 ﾀﾓﾌｪﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗乳癌剤 9806中止 94ﾋｰﾄ変更
TH Th 511 Th511 SAR:SAR 裸錠 白 有 ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 9808中止 920710収載
TH 糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ錠250mg｢

BMT｣
ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止

TH Th602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢BMT｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止
TH Th 611 Th611 MLB:MLB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾏﾚﾌﾞﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化管運動調律剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更

920710収載
TH TH 711 TH711 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｱﾄﾞｰﾙ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 東菱薬品工業-扶桑薬品

工業
ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 0604販売会社社名変更

(前:小林製薬工業)
050708収載
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TH Th801 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化性潰瘍治療剤 91中止
TH 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血糖降下剤 92中止
TH Th850 糖衣錠 白 無 ｴﾁﾀﾆﾝ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 去痰･慢性副鼻腔炎排膿

剤
91中止

TH Th 870 Th870 KLS:KLS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘﾚﾁﾝS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで)
TH Th871 Th871 KLS-P:KLS-P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/灰白 ｶﾘﾚﾁﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢血管拡張剤 9808中止
TH Th 891 Th891 裸錠 黄～橙黄 有 ﾕﾋﾞｷﾉﾝ錠｢BMT｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 循環代謝改善剤 92中止
TH Th 1141 Th1141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾂﾄﾞｰﾐﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
TH 糖衣錠 淡赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
TH 糖衣錠 赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
TH Th 3952 Th3952 LY30:LY30 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢BM｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 酵素性消炎･出血抑制剤 9808中止 951201商品名

変更(｢BMT｣->｢BM｣) 94
ﾋｰﾄ変更

TH Th 6292:500 裸錠(長円形) 灰褐 有 ｳﾛｰﾏﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 合成抗菌剤 91中止
THAT’
STAB

錠剤 淡黄褐～淡
褐（暗褐の微
細な斑点）

無 ｻﾞｯﾂ錠 武田ヘルスケア-武田薬
品工業

胃腸薬

THATSTAB 錠剤 淡黄褐～淡
褐（暗褐の微
細な斑点）

無 ｻﾞｯﾂ錠 武田ヘルスケア-武田薬
品工業

胃腸薬

THEODUR THEO-DUR 50 裸錠 白 無 ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠50mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 50mg 田辺三菱製薬 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾃｵﾄﾞｰﾙ

THEODUR THEO-DUR 100 裸錠 白(斑点) 有 ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 田辺三菱製薬 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾃｵﾄﾞｰﾙ

THEODUR THEO-DUR 200 裸錠(楕円形) 白(斑点) 有 ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 田辺三菱製薬 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾃｵﾄﾞｰﾙ

THEOSLOW THEO-SLOW 100 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠100) 共和とﾋｰﾄ異な
る

THEOSLOW THEO-SLOW 100 100:KW300 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｵｽﾛｰ錠100)
ｾﾞﾘｱとﾋｰﾄ異なる

THEOSLOW THEO-SLOW 200 200:KW330 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｵｽﾛｰ錠200)
ｾﾞﾘｱとﾋｰﾄ異なる

THEOSLOW THEO-SLOW 200 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠200) 共和とﾋｰﾄ異な
る

THSV TH124SV 糖衣錠 白 無 ﾄﾉｻﾙｼﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 進化製薬 抗痙縮剤 9304中止
THSV TH124SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉｻﾙｼﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 進化製薬 抗痙縮剤 9408中止
THX T X THX 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 96本体

変更 94本体刻印
TI TI TI 裸錠 橙 無 ｱﾄﾞﾚｸﾛｽ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-杏林製

薬
止血剤 9011中止

TI Tw:TI
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠)，

TI CH 裸錠 黄 有 ﾁｵﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 長生堂製薬 催眠鎮静剤 9005中止
TI SW 362 SW-362 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾁｸﾋﾟﾛﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 抗血小板剤 0706商品名変更(前:ﾁｸﾋﾟ

ﾛﾝ錠) 00ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 98ﾋｰﾄ
裏SW-TI削除
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TI TI01 吸入用ｶﾌﾟｾﾙ 明るい緑/明
るい緑

ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ18
μ g

臭化ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ水和物
(外)

18μ g(ﾁｵﾄﾛ
ﾋﾟｳﾑとして)

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 長時間作用型吸入気管
支拡張剤

041208収載

TI TI TP-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲﾍﾟﾗﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾒｸﾄ 自律神経剤 96中止 9503製造元変更
TI TI25:TKS123 糖衣錠 橙赤 無 ﾁﾉｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
冠血管拡張･抗血小板剤 9601中止

TI TI50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒﾘｱｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬-富士ｶﾌﾟｾﾙ 不整脈治療剤 9901中止 940708収載

TI TI100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒﾘｱｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬-富士ｶﾌﾟｾﾙ 不整脈治療剤 99中止 940708収載
TI TI 101:TNL TI101 裸錠 白 有 ﾄﾆｰﾙ錠10μ ｇ 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ ｇ 原沢製薬工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
持続性気管支拡張剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾆｰﾙ錠)
TI TI102 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
淡黄白 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄)，承継に

伴い(ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽへ) 0104
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載

TI TI103 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

淡紅 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄)，承継に
伴い(ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽへ) 0104
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載

TIAV 433:TIAV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱﾍﾞｽ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9101中止
TIC KC 236 TIC100 KC-236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｿｶﾙﾑ錠100mg 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 科研製薬 抗痙縮剤 9104中止
TIF IF 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ錠200mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業･三和化学

研究所
骨粗鬆症治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｵﾘｺｯｸ錠)
TIF IF 裸錠 白～帯黄白 無 ｵﾘｺｯｸ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業･三和化学

研究所
骨粗鬆症治療剤 旧品名(071221迄，新品

名:ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ錠200mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣) 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TIG ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

TIG ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)

TIGASON ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで) 9704
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

TIGASON TIGASON 10 ROCHE 10mg ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 角化症治療剤
Tigason10)削除 9910本
体変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

TIGASON ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005まで) 9707
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

TIGASON TIGASON 25 ROCHE 25mg ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 角化症治療剤
Tigason25)削除 0005本
体変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

TIM IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大洋薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0405ﾋｰﾄ変更 0205ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 大興
のｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲ
ﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)と本体

TIM IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

大興のｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲ
ﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

TIN IN 20 裸錠 白 無 ｱｲｽﾗｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 狭心症治療用ISMN製剤 0710ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TIO 132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ

ﾛﾗｲﾄﾞ
25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍，胃炎，慢性

肝疾患治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708
収載

TIP 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 050610収載，商品名変更
に伴い(前：ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠)

TIP 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 9703ﾋｰﾄ変更(TIP-2削除)
TIT Tw:TI

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠)，

TJC M420 TJC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾝｼﾞｭｰﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 模範薬品研究所 胃･十二指腸潰瘍治療剤 9302中止
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TJN TJN:35 裸錠(楕円形) 白 無 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

35mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

帝人ﾌｧｰﾏ 骨粗鬆症治療剤 060915収載

TJN TJN262 顆粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ剤

淡黄 ｿﾙﾐﾗﾝ顆粒状ｶﾌﾟｾﾙ
600mg

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 1.3g分包 森下仁丹-帝人ﾌｧｰﾏ PH依存崩壊型EPA製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾙﾐﾗﾝ)

TJN TJN272 顆粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ剤

淡黄 ｿﾙﾐﾗﾝ顆粒状ｶﾌﾟｾﾙ
900mg

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 1.95g分包 森下仁丹-帝人ﾌｧｰﾏ pH依存崩壊型EPA製剤 070706収載

TJN 微粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ

淡黄 ｿﾙﾐﾗﾝ ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 1.3g分包 森下仁丹-帝人ﾌｧｰﾏ PH依存崩壊型EPA製剤 旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615
迄)，商品名変更に伴い
(新:ｿﾙﾐﾗﾝ顆粒状ｶﾌﾟｾﾙ
600mg) 0310社名変更
981204収載

TJN TJN 283:SPR 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 持続性気管支拡張剤･腹
圧性尿失禁治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠)

TJN TJN 382 67：67 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾄﾗｲｺｱｶﾌﾟｾﾙ67mg ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 大正薬品工業-帝人ﾌｧｰ 高脂血症治療剤 041215収載
TJN TJN 392 100：100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾄﾗｲｺｱｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大正薬品工業-帝人ﾌｧｰ 高脂血症治療剤 041215収載
TJN TJN673 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 帝人 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUR削除

TJN TJN 673  TJN 673 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ45mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 帝人ﾌｧｰﾏ 徐放性気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｶﾌﾟ
ｾﾙ)

TJN TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUC削除

TJN TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人ﾌｧｰﾏ 気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠)

TJN TJN883  TJN883 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘﾉｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ鼻用50μ g ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝ
(外)

50μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 粘膜付着型鼻過敏症治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾉｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ
外用50μ g)

TJN TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号LAX削除 9610ﾋｰﾄ裏

TJN TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人ﾌｧｰﾏ 緩下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠)

TJNBNT TJN BNT:5 裸錠 白 無 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

帝人ﾌｧｰﾏ 骨粗鬆症治療剤
除  010831収載

TJNONE TJN ONE:0.25 0.25μ ｇ:0.25μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TJNONE TJN ONE:0.5 0.5μ g:0.5μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TJNONE TJN ONE:1.0 1.0μ g:1.0μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TK O.S TK O.S-TK 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘｷﾉｼﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 消化管運動調律剤 0907中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

TK TK 03 TK03 裸錠 白～わずか
に黄褐

無 ﾋﾞｵｽﾘｰ配合錠 東亜薬品工業-東亜新
薬，鳥居薬品

活性生菌製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｵｽﾘｰ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ変更(前:TK03)，

TK C-12C C-12C:5 裸錠 白 無 ﾄﾋﾟｶｲﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg 中外製薬 胃粘膜局所麻酔剤 0403中止 0210ﾋｰﾄ変更
0010ﾋｰﾄ変更(SP→PTP，
TK削除，表裏商品名記

TK TK TK403 硬ｶﾌﾟｾﾙ わずかに黄
帯白/わずか
に黄帯白

ﾌﾙｴｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 武田薬品工業 抗悪性腫瘍剤 旧ｺｰﾄﾞ(9104まで)

TKI NVR TKI 200mg:NVR TKI 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾀｼｸﾞﾅｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾆﾛﾁﾆﾌﾞ水和物 200mg(ﾆﾛﾁﾆ
ﾌﾞとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤(ﾁﾛｼﾝｷﾅｰ
ｾﾞｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

090313収載
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TKM 200 TTS-271 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｶﾐｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 高田製薬 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀｶﾐｼﾞﾝC錠
200mg) 9406本体刻印
900713収載

TKM TTS-272 400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾀｶﾐｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 高田製薬 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀｶﾐｼﾞﾝC錠
400mg) 900713収載

TKS TKS 11 TKS11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈﾘｵｼﾞﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

解熱消炎剤 9910中止 9902ﾋｰﾄ変更
(NE削除)，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

TKS TKS:13 TKS13 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘｼﾄﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

消炎鎮痛剤 9906中止

TKS TKS14 糖衣錠 類白 無 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ錠｢ﾃｲｻ
ﾝ｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

抗めまい剤 9407中止

TKS TKS 17 CR:TKS17 裸錠 白 無 ｺﾘｱｷﾞﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg ﾅｶﾞｾ医薬品 筋緊張性疼痛疾患治療 0109中止
TKS TKS:21 TKS21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾄﾞﾅﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 帝国化学産業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
TKS TKS:22 TKS22 25μ g 裸錠 白 有 ﾃﾚﾌﾟｽ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
気管支拡張剤 9902中止 960705収載

TKS TKS:23 TKS23 50μ g 裸錠 白 有 ﾃﾚﾌﾟｽ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

気管支拡張剤 9902中止 960705収載

TKS TKS:025 TKS025 裸錠 淡黄 無 ﾛｰｾﾞｯｸｽ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

血圧降下剤 9403中止

TKS TKS 27 TKS27 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾉﾘﾌﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0304中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

TKS TEISAN TKS31 裸錠 白 無 ﾌﾛｷﾞｽ錠0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

精神障害治療剤 9310中止

TKS TKS 33 SG100:TKS33 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｰｸﾞﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 精神･情動安定剤 0307中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

TKS TKS40 TKS40 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾚﾐﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 自律神経用剤 0306中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)
980710収載

TKS TKS 50 TKS50 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾉｲﾌｧﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
TKS TKS 70 TKS70 裸錠 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾀﾞｷｼﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 自律神経調整剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾊﾞｲﾀﾞｷｼﾝ錠)

TKS TKS 90 TKS90 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｲﾘﾄﾞﾝ錠 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品 消化管運動改善剤 0012中止 960705収載，
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

TKS TKS 100 TKS100:100mg 裸錠 白 無 ﾉｲﾌｧﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 高尿酸血症治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾉｲﾌｧﾝ錠)

TKS TKS 102 TKS102 裸錠 淡赤 有 ｲﾝﾄﾛﾒﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

降圧利尿剤 0011中止

TKS TKS103 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾙｼﾄﾞﾝ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

脳代謝機能改善剤 9507中止

TKS TKS 104 SP:TKS104 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾙﾋﾟﾈｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

脳循環代謝改善剤 9506中止 900713収載

TKS PR:TKS105 糖衣錠 橙赤 無 ﾌﾟﾛｽｼﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

強心剤 9506中止

TKS TKS:106 TKS106 裸錠 白 無 ｼﾞﾝｾﾄﾞﾘﾝ錠 塩酸ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ 10mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

脳･末梢血行改善剤，子
宮鎮痙剤

9506中止

TKS TKS 107 TKS107 裸錠 黄 有 ﾌﾟﾙｻﾐﾝ錠5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

循環増強剤 9503中止

TKS TKS 109 TKS109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡橙 ﾃﾞﾅﾎﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

脳血流促進剤 9112中止

TKS TKS:110 TKS110 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾃｲｻﾝ｣
10mg

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

消炎酵素剤 9405中止
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TKS TKS 111 TKS111 裸錠 白 無 ﾌﾛｯﾃｨ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0712中止 0607販売会社
社名変更 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品) 0002
ﾋｰﾄFT削除

TKS TKS 112 TKS112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

血圧降下剤 9506中止

TKS TKS 113 TKS113 裸錠 白 有 ｶｰﾙｽﾃﾘﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

高血圧･不整脈治療剤 9703中止

TKS TKS 114 NG:TKS114 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｸﾞﾘｰｽ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品 心臓選択性β 遮断剤 0109中止 920710収載
TKS TKS:115 TKS115 裸錠 黄～橙黄 無 ｱﾃﾞﾘｰﾙ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
代謝性強心剤 9208中止 101119に同品

名，同成分で再収載され
ている

TKS TKS 115 TKS115 5mg:5mg 裸錠 黄～橙黄 無 ｱﾃﾞﾘｰﾙ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝性強心剤 101119再収載
TKS TKS 116 LI:TKS116 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗｲﾀﾞﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
脳循環代謝改善剤 9903中止 920710収載

TKS TKS 117 TKS117 10mg:10mg 裸錠 黄～橙黄 有 ｱﾃﾞﾘｰﾙ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 代謝性強心剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

TKS TKS121 糖衣錠 橙赤 無 ﾁﾉｰﾙ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

冠血管拡張剤 9404中止

TKS TI25:TKS123 糖衣錠 橙赤 無 ﾁﾉｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

冠血管拡張･抗血小板剤 9601中止

TKS TKS 124 TKS124 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾋｽﾀﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

不整脈治療剤 9703中止 940708収載

TKS TKS 125 TKS125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾋｽﾀﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

不整脈治療剤 9703中止 940708収載

TKS TKS:130 TKS130 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

消炎酵素剤 9506中止

TKS TKS 131 TKS131 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾘﾐｯｸ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 鎮暈剤 0712中止 0607販売会社
社名変更

TKS TKS 134 TKS134 25mg:25mg 裸錠 白 無 ﾍﾟﾅﾝﾁﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿降圧
剤

0011中止 ﾋｰﾄ表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TKS TKS:140 TKS140 裸錠 白 無 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢NM｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ﾅｶﾞｾ医薬品 利尿降圧剤 0101中止，ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠「ﾃｲ
ｻﾝ」と同じ物

TKS TKS:140 TKS140 裸錠 白 無 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

利尿降圧剤 0101中止，ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠
「NM」と同じ物

TKS TKS 150 TKS150 50mg:50mg 裸錠 白 無 ｼｰｸﾞﾙ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 精神･情動安定剤，消化
性潰瘍治療剤

0501中止 0110販売元変
更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

TKS TKS 151 TKS151 裸錠 白 有 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｻｲｸﾘｼﾞﾝ錠｢
ﾃｲｻﾝ｣

塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9703中止

TKS TKS153 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞｽﾛﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性精神身体安
定剤

0901中止 0802販売会社
社名変更(前:ﾒﾙｸ製薬)

TKS DP:TKS155 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄緑 無 ｼﾞｽﾛﾝ-P錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性精神安定剤 9601中止

TKS TKS 161 TKS161 裸錠 淡黄 有 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9401中止

TKS TKS 170 TKS170 裸錠 白 有 ｾﾗｰﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾅｶﾞｾ医薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0012中止 980710収載，
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

TKS TKS 201 TKS201 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ﾎﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

胃炎･胃･十二指腸潰瘍
治療剤

9406中止

TKS TKS 202 TKS202 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾍﾙﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

代謝拮抗剤 0101中止

TKS TKS 203 TKS203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾌｾｼﾞﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 H2受容体拮抗剤 0712中止 0607販売会社
社名変更

TKS TKS 211 TKS211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾗﾐｰﾙ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ
ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 消化器機能異常治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾐｰﾙ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

114 / 225 ページ



TKS TKS 215 NP:TKS215 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾈﾌﾟﾃﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 消化管運動調律剤 旧ﾋｰﾄ(03頃迄) 0110販売
元変更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

TKS TKS 215 TKS215：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾈﾌﾟﾃﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 消化管運動調律剤 0909杏林製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

TKS TKS251 0.25μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-科研製薬，
ﾏｲﾗﾝ製薬

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 091113収載

TKS VK:TKS251 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9510中止

TKS AR0.5:TKS252 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0204頃迄) 0110販
売元変更(旧:ﾅｶﾞｾ医薬

TKS TKS252 0.5μ g：0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
科研製薬

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

TKS AR1.0:TKS253 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ﾅｶﾞｾ医薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0204頃迄)

TKS TKS253 1.0μ g：1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
科研製薬

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

TKS TKS254 3.0μ g:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｱﾛｰﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g ﾅｶﾞｾ医薬品-科研製薬，
ﾏｲﾗﾝ製薬

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 101119収載

TKS CM:TKS256 糖衣錠 淡赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾃｲｻﾝ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9409中止

TKS TKS 257 TKS257 50mg:50mg 裸錠 白 有 ﾅｰｶﾘｼﾝ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
興和ﾃﾊﾞ

尿酸排泄薬 1001販売元変更(前:興
和，興和創薬)

TKS TKS 258 TKS258 25mg:25mg 裸錠 白 無 ﾅｰｶﾘｼﾝ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
興和ﾃﾊﾞ

尿酸排泄薬 1001販売元変更(前:興
和，興和創薬)

TKS TKS 263 TKS263 裸錠 白 有 ﾋﾟﾅﾛｯｸ配合錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ

231.5mg，
195.0mg

ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 ｱｼﾄﾞｰｼｽ･酸性尿改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾅﾛｯｸ錠)

TKS TKS 270 TKS270 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｰﾄｹﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品 骨粗鬆症治療剤 0109中止 960705収載
TKS TKS 301 TKS301 裸錠 白 無 ﾍﾙﾊﾟ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬

品
抗悪性腫瘍剤 9604中止

TKS f:10 SD:TKS303 裸錠 白 無 ｼｰﾃﾞﾘﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 帝国化学産業-杏林製薬 乳癌治療剤 9903中止 900713収載
TKS TKS 352 TKS352 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾛｸｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 広範囲経口抗菌剤 0602頃中止 0110販売元

変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ) 970711
収載

TKS TKS 353 TKS353 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾛｸｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 広範囲経口抗菌剤 0602頃中止 0110販売元
変更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

TKS TKS 401 CZ:TKS401 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｰｼﾞﾘﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

旧ﾋｰﾄ 0110販売元変更
(旧:ﾅｶﾞｾ医薬品)

TKS TKS 401 TKS401:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｰｼﾞﾘﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸ製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0709中止 0607販売会社
社名変更

TKS TKS 410 TKS410 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｵﾘｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 気道潤滑去痰剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 071221収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾀﾞｲｵﾘｰﾙ錠)

TKS TKS 451 RU:TKS451 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｱﾀﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(01頃迄) 0110販売
元変更(旧:ﾅｶﾞｾ医薬品)

TKS TKS 451 TKS451 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｱﾀﾞﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬，
科研製薬

頻尿治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾙｱﾀﾞﾝ錠)

TKS TKS 510 TKS510 25mg 裸錠 白 有 ｾﾀﾛｯｷ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾅｶﾞｾ医薬品 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0105中止 990709収載，
ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶ

TKS TKS 550 OY:TKS550 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｵｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ 子宮内膜症･乳腺症治療
剤

旧ﾋｰﾄ(0308迄) 0110販売
元変更(前:ﾅｶﾞｾ医薬品)

TKS TKS 550 TKS 550 TKS550：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｵｲｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾒﾙｸﾎｴｲ，
杏林製薬

子宮内膜症･乳腺症治療
剤

0609中止 0308ﾋｰﾄ変更

TKS TKS 903  TKS 903 TKS903 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾝﾐｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾍﾞﾈｷｻｰﾄﾍﾞｰﾀﾃﾞ
ｸｽ

200mg ﾅｶﾞｾ医薬品-ﾏｲﾗﾝ製薬 防御機構増強胃炎･胃潰
瘍治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾝﾐｰﾙｶﾌﾟｾﾙ)
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TKTF KTF 1mg  KTF 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として)

大洋薬品工業・三和化学
研究所

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ﾒﾗﾎﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ)，ｺｰﾄﾞ変更

TKY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 大正薬品工業-日本化薬 前立腺癌治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ耳ｺｰﾄﾞ削除

TKY TYK377 20：TYK377
20mg

裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

TL TL TL:IW ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾗﾝﾎﾟｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 岩城製薬 消炎鎮痛剤 9811中止 9103変更
TL 糖衣錠 薄橙黄 無 ﾄﾘｿﾗﾚﾝ錠 ﾄﾘｵｷｼｻﾚﾝ 5mg 参天製薬 尋常性白斑治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
TL 裸錠 白 有 ﾃﾙﾛﾝ錠0.5 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ 0.5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 選択的ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬

追加等) 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

TL MS T06 MS TL 裸錠 白 有 ﾄﾙｼﾗﾝ錠 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 明治製菓 血糖降下剤 9212中止
TL L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放

性）
淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ

ﾏ
持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0704販売会社社名変更
(前:科薬) 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変
更

TL L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0704販売会社社名変更
(前:科薬) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変
更

TL TL-100 糖衣錠 白 無 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100”ﾃｲ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾃｲｶ製薬 鎮痙剤 中止
TL SW-440 100 糖衣錠 黄 無 ﾃｸﾛﾝ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 沢井製薬 微小循環改善剤 9909中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-TL)削除
TLD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ

変更
TLD TLD 100mg  TLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐ
ﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg「ﾀｲﾖｰ」)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0209頃本体
ｺｰﾄﾞ化

TLE TLE 裸錠 白 有 ﾚｶｿｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 科研製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9111中止
TLI L I 裸錠 白 有 ﾘｼﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物

として)
大洋薬品工業 持続型ACE阻害剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TLM LM μ
μ g

裸錠 白 無 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
020705収載

TLS KC 22 KC22 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙｰｻｰ 塩酸ﾌﾞﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 科研製薬 β 受容体遮断性狭心症
治療剤

0305中止 98ﾋｰﾄ変更
(TLS10削除)

TLS KC 27 TLS20 KC-27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｰｻｰ･20 塩酸ﾌﾞﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 科研製薬 β 受容体遮断性狭心症
治療剤

9707中止

TLST NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
TLT TLT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾁﾙﾄﾘｱ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0407中止 960705収載
TLT TLT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡橙 無 ﾁﾙﾄﾘｱ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0407中止 960705収載
TLT L T 徐放錠 白 有 ﾃﾙﾀﾞﾝL錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 0905中止 0708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
TLX L X 裸錠 極薄紅 有 ｼﾗﾌﾞﾙ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物

として)
大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 旧品名(070615迄)，商品

名変更に伴い(新:ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TLX L X 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 0712ﾋｰﾄ表60mg追加
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾗﾌﾞﾙ錠)

TM T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 9610
ﾋｰﾄ裏変更 9503本体刻

TM T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･科薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(大洋薬品0508
迄，科薬0601迄) 0207ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載等
9801ﾋｰﾄ変更

TM S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9511本体変更
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TM T M DWN-0.5 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9603社
名変更 9409本体刻印

TM T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

TM T M DWN-1 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9603社
名変更 94本体刻印

TM T M 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 9807

変更 9712ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

TM CH 裸錠 白 有 ﾄﾗﾈﾁﾑ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 長生堂製薬 止血剤 9312中止 91記号変更
TM SW-TM 裸錠 白 無 ﾄﾙﾏｲﾄﾞ250 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 沢井製薬 血糖降下剤 92中止
TM T M 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化
TM T M CLM 裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9407本

体刻印 9306ｴﾑｴﾌ製剤
から承継

TM 裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として)

大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(100528ｸﾚﾏｽﾁﾝ
錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

TM T Tu TM-002 裸錠(花型) 淡桃 有 ﾄﾘｽﾒﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

降圧利尿剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘｽﾒﾝ錠) 十
字割線

TM TM10mg 裸錠 黄～橙黄 有 ﾄﾘﾃﾞﾐﾝ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｲｾｲ 代謝性強心剤 旧品名，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612
迄)，商品名変更に伴い
(新：ﾄﾘﾃﾞﾐﾝ錠10mg)

TM 糖衣錠 橙 無 ｽﾒﾙﾓﾝｺｰﾜ糖衣錠 興和新薬 咳嗽治療剤 9307中止
TM Tw:TM 25 Tw.TM25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾜﾐﾝ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 東和薬品 β 遮断剤 920710収載
TM Tw:TM 50 Tw.TM50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾜﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 β 遮断剤 920710収載
TM TM 101 TM 101 裸錠 白 無 ｶﾙﾈｼﾝ錠-125 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 東亜薬品 筋緊張性疼痛疾患治療 中止 920710収載
TM TM 102 TM 102 裸錠 白 無 ｶﾙﾈｼﾝ錠-250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 東亜薬品 筋緊張性疼痛疾患治療 中止 920710収載
TM TM 103 裸錠 白 無 ｳﾙﾃﾞｯｸｽ ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(091113ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ

錠50mgに変更)
TM TM 106 TM106 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｱﾍﾞﾊﾟﾁｰ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 東亜薬品-ｻﾝﾄﾞ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 1012中止 0601販売元社

名変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
TM TM 107 TM107 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾘｷｭｱ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 東亜薬品-日本薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 0912中止 050708収載
TM TM 110 TM110 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢TOA｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 東亜薬品-興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 1007販売元変更，統合に

伴い(前:大正薬品工業)
TM TM 111 TM111 125mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾋﾞﾅｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
東亜薬品-ｲｾｲ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 0909ｱｲﾛﾑ製薬中止

060707収載
TM TM 112 TM112 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢

TOA｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 東亜薬品-日東ﾒﾃﾞｨｯｸ 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

TM TM 113 TM113 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
TOA｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 東亜薬品-日東ﾒﾃﾞｨｯｸ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

TM TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9204まで)
TM TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 9508ﾋｰﾄ裏商

品名記載 9204変更
TMC TMC114:300MG ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
橙 無 ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀ錠300mg ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加

物
300mg(ﾀﾞﾙﾅ
ﾋﾞﾙとして)

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 071130収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

TMC TMC125:100 錠剤(楕円形) 白～微黄白 無 ｲﾝﾃﾚﾝｽ錠100mg ｴﾄﾗﾋﾞﾘﾝ 100mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090116収載 ﾊﾞﾗのみ
TMC TMC:400MG ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
薄橙 無 ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀﾅｲｰﾌﾞ錠400mg ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加

物
400mg(ﾀﾞﾙﾅ
ﾋﾞﾙとして)

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090903収載 ﾊﾞﾗ包装の
み

TMF Th 460 Th460 TMF 裸錠 白 無 ﾀﾓﾌｪﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗乳癌剤 9806中止 94ﾋｰﾄ変更
TMF MF 3 裸錠 白 無 ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩錠5mg｢

ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β -ﾌﾞﾛｯｶｰ 090324収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠)
TMF MF 3 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧品名(090324ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ

塩酸塩錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更) 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TMF MF 7 裸錠 白 有 ﾒｲﾀｯﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

117 / 225 ページ



TMF SW TMF:40 SW-TMF 裸錠 白 有 ﾄﾚﾐﾌｪﾝ錠40mg｢ｻﾜｲ｣ ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ 40mg(ﾄﾚﾐﾌｪ
ﾝとして)

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

乳癌治療剤 060707収載

TMF MF 裸錠 茶褐 無 ｴﾐﾅﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎治療剤 旧品名(090324ｻﾗｿﾞｽﾙ
ﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠500mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

TMF MF 裸錠 茶褐 無 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠
500mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾐﾅﾋﾟﾘﾝ錠)

TMG
耳:TMG-25mg

糖衣錠 白 無 ﾁｱﾐﾉｹﾞﾝ(糖衣錠)25mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経賦活剤 9504中止 9409ﾋｰﾄ表裏
をｺｰﾄﾞ化

TMG
耳:TMG-50mg

糖衣錠 白 無 ﾁｱﾐﾉｹﾞﾝ(糖衣錠)50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経賦活剤 9504中止 9409ﾋｰﾄ表裏
をｺｰﾄﾞ化

TMI M I 裸錠 白 有 ﾅﾁﾙｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大洋薬品工業 低血圧治療剤 0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TMLB MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ

として)
大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 940708

収載
TMLB MLB  MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ

として)
大洋薬品工業・三和化学
研究所

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0812ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)，旧ｺｰﾄﾞ
0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TMLD MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708
収載

TMLD MLD 50mg  MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TMLD MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 940708
収載

TMLD MLD 100mg  MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TMRP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠50 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 50mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TMRP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9906まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TMSV TM TM239SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾒﾁﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 進化製薬 消化管運動調律剤 9603中止 920710収載
TMT Tw TMT Tw.TMT 3mg 裸錠 白 有 ﾄｽﾒﾘｱﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 東和薬品 気管支拡張剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｽﾒﾘｱﾝ錠)
TN TN 糖衣錠 白 無 ﾀｷﾒﾄﾘﾝM錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 子宮収縮止血剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除 商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TN CH 裸錠 白 有 ﾄﾛﾊﾞﾐﾝ錠5 ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 長生堂製薬 抗痙縮剤 9312中止 900713収載
TN N 5 裸錠 白 有 ﾆﾄﾙﾋﾞﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大洋薬品工業 狭心症治療剤 1103中止 0711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
TN SW 082 SW-082 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾀﾘｯｸ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 沢井製薬 心・腎疾患治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾝﾀﾘｯｸ) 0002
本体変更(082追加)，ﾋｰﾄ
変更(50追加)

TN EISAI TN100 100mg:100mg EISAI
TN100

裸錠 白 有 ﾃｵｺﾘﾝ錠100mg ｺﾘﾝﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 強心･喘息治療剤 0904中止 0802ﾋｰﾄ表
100mg追加 071221収載
(商品名変更に伴い，前:ﾃ
ｵｺﾘﾝ錠)

TNC NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 0812商品名変更(前:ﾚｽﾄ
ﾏｰﾄN錠)

TNC NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧品名(0812ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠
5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

TND ND 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TND ND 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TNL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ

ﾃﾞｨｵ，杏林製薬
持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日

清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる
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TNL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

TNL NL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TNL NL 40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TNL TI 101:TNL TI101 裸錠 白 有 ﾄﾆｰﾙ錠10μ ｇ 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ ｇ 原沢製薬工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続性気管支拡張剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾆｰﾙ錠)

TNLS OX 3 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄)

TNLS OX 2 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
960705収載

TNS 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TNS 腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

淡紅 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠60mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

60mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TNT Th 424 Th424 TNT:TNT 糖衣錠 淡橙 無 ﾃﾈｽﾄ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9808中止 950707収載

TNTR NTR 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TNTR NTR 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0610ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TNX TNX 334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤/淡黄 ﾄﾗﾈｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 大洋薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9003中止 薬価削除
TNXL NF 323 NF323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白～帯黄白 有 ﾃﾅｷｼﾙ錠1mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 1mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続型非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧

剤
0704剤型変更(前:円形，
糖衣錠)，色変更(前:白)，
割線追加 0410社名変更

TNXL NF 324 NF324 糖衣錠 淡桃 無 ﾃﾅｷｼﾙ錠2mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 2mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 持続型非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧 0410社名変更
TNZT NZT 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱﾃﾐﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 0801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TO CH 裸錠 橙 有 ﾄﾛﾊﾞﾐﾝ錠10 ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 長生堂製薬 抗痙縮剤 9312中止 900713収載
TO PH 275 TO50:PH275 50 Y-TO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､

吉富薬品
不整脈治療剤 0012中止 960705収載

TO TO-066 腟錠 灰白 ﾋﾟﾏﾌｼﾝ腟錠 ﾋﾟﾏｼﾘﾝ(外) 25mg 鳥居薬品 抗真菌剤 9209中止
TO TO 067 裸錠 白 有 ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠5mg 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 鳥居薬品 ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載裏→表

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠)

TO TO 082 裸錠 白～淡黄 有 ﾕﾘﾉｰﾑ ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 経過措置(060331迄)，旧
本体(050610迄)，品名変
更(新:ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg)に
伴い

TO TO-082 25 裸錠 白 有 ﾕﾘﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾕﾘﾉｰﾑ25mg)
0409割線追加

TO TO-082 50 裸錠 白～淡黄 有 ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾕﾘﾉｰﾑ)

TO PH 276 TO100:PH276 100 Y-
TO100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

不整脈治療剤 0012中止 960705収載

TO 耳:TO-146 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾌｨﾗｸｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 鳥居薬品 抗悪性腫瘍剤 9209中止
TO TO-188  TO-188 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg 鳥居薬品 喘息治療剤 0503中止
TO SW SW-287:SW-TO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ

ﾙ形)
白 無 ﾄﾛﾝｺｰﾙ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 沢井製薬 合成抗菌剤 90中止

TOA TOA247 PNS 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾗｰｾﾞS錠 東亜医薬品工業 消化酵素剤 9603中止
TOATK TK 03 TK03 裸錠 白～わずか

に黄褐
無 ﾋﾞｵｽﾘｰ配合錠 東亜薬品工業-東亜新

薬，鳥居薬品
活性生菌製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｵｽﾘｰ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ変更(前:TK03)，

TOB 40mg 糖衣錠(楕円
形)

淡緑 無 ﾄﾁﾉﾐﾝB錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 白井松新薬 抗腫脹剤 9912中止 9712ﾋｰﾄ変更
(TOB削除)，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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TOBARACO
AL

NPI-217A
TOBARACOAL

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾊﾞﾗｺｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本薬品工業 血管拡張剤 9509中止

TOCF 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 940708
収載

TOF CG 209 TOF10:CG 209 TOF10 糖衣錠(三角
形)

灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0211迄)

TOF CG 210 TOF25:CG 210 TOF25 糖衣錠 灰赤 無 ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

うつ病･うつ状態･遺尿症
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄) 0110本
体印字色変更(白→黒)

TOG Th 282 Th282 TOG200:TOG200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄｰｶﾞｽﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ H2受容体拮抗剤 9808中止 95ﾋｰﾄ変更 94
再開 9111中止

TOG Th283 TOG400:TOG400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄｰｶﾞｽﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ H2受容体拮抗剤 9704中止 940708収載
TOHO Th 178:1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢BMT｣1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神病治療剤 92中止
TOHO Th 141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾌﾗｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
TOHO Th 142 裸錠 白 有 ﾅﾛｯﾌﾟ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
TOHO 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾁﾛﾝS錠 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痛剤 91中止
TOHO 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠｢BMT｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 催眠鎮静剤 92中止
TOHO Th 170 裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠｢

BMT｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経用剤 92中止

TOHO 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ色/ｸﾘｰ
ﾑ色

ﾏﾀﾞﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化酵素剤 92中止

TOHO 裸錠 橙黄 無 ﾍﾟﾘｸﾛﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管強化止血剤 92中止

TOHO Th602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢BMT｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止
TOHO Th801 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化性潰瘍治療剤 91中止
TOHO 糖衣錠 淡赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
TOHO 糖衣錠 赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
TOK TOK:MECT KI-2151 糖衣錠 白 無 ﾄｷｽﾄﾘﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾒｸﾄ 高脂質血症治療剤 8811中止
TOKO 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ﾋﾟﾅﾃﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東光薬品工業 EPA製剤 0002中止 980710収載
TOKO 裸錠 白～帯黄白 無 ｸﾞﾘﾚｰﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 東光薬品工業-ﾗｸｰﾙ薬

品販売
骨粗鬆症治療剤 9803中止 960705収載

TOKO 裸錠 薄紅 有 ﾋﾟﾅﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 東光薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0003中止 980710収載
TOL SYT025 糖衣錠 黄 無 ﾄﾙﾍﾟｯﾄ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 三恵薬品 中枢性筋弛緩剤 0303中止
TOL 裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
TOL 裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
TOLBUTAMI
DE

TOLBUTAMIDE 裸錠 白 無 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ錠250mg｢NT｣ ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 経口糖尿病用剤 0912中止 0712商品名変
更(前:ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ錠｢ﾀｹｼﾏ｣)

TOLC IF 裸錠 白～帯黄白 無 ｵﾘｺｯｸ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業･三和化学
研究所

骨粗鬆症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

TOM O M 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ｾﾙﾃ
ｽ錠)

TOM O M 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｽ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TOP KL 260 TOP 裸錠 白 有 ﾄﾌﾟｸﾛﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ治療剤 9305中止
TOPTIRAN LM μ

μ g
裸錠 白 無 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ

ﾄとして)
大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘

導体製剤
0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
020705収載

TOR CH TOR-250 裸錠 白 有 ﾄﾗﾈﾁﾑ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 長生堂製薬 止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(91まで)
TOS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠75mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 0302製
造元変更 9705ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TOS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0303迄） 0302製
造元社名変更 9705ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ

TOWA Tw 206 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾄｰ ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 080704収載
TOWA Tw 524:100 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg

｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 100528収載
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TOWA Tw 510:2.5 口腔内崩壊錠 淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

TOWA Tw 513:5 口腔内崩壊錠 淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

TOWA Tw 735:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

TOWA Tw 737:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

TOWA Tw 333:50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾘﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 高尿酸血症治療剤 101119収載
TOWA Tw 180:10 裸錠 白 無 ｲｿﾆﾄｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 東和薬品 狭心症治療剤 100528収載
TOWA Tw 724 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢

ﾄｰﾜ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 消化管運動賦活剤 080704収載

TOWA Tw 023:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

TOWA Tw 021:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

TOWA Tw 022:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

TOWA Tw 332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

TOWA Tw734:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TOWA Tw 733:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TOWA Tw 225:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1012本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ
若干変更

TOWA Tw 210 裸錠 白 無 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 1011発売
TOWA Tw 534 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 東和薬品 経口血糖降下剤 101119収載

TOWA Tw 351:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

TOWA Tw 353:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

TOWA Tw 242:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 東和薬品 心身安定剤 101119収載
TOWA Tw 033:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠0.25mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg(無水

物として)
東和薬品 持続性ACE阻害剤 100528収載

TOWA Tw 334 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠100mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 081107収載

TOWA Tw 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
TOWA Tw 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
TOWA Tw428  Tw428 Tw428 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤 除等） 06収載･販売され
ていたが特許上の問題
から07に中止されていた

TOWA Tw 327 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 090515収載
TOWA Tw 525:0.1 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
100528収載

TOWA Tw 527:0.2 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

100528収載

TOWA Tw 730:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 090515収載

TOWA Tw 725:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

TOWA Tw 434 Tw 434 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 東和薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
TOWA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/類白 ﾃﾌｼｰﾙ･C ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東和薬品 抗悪性腫瘍剤 旧品名(0612迄)，商品名

変更に伴い(新:ﾃﾌｼｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ200mg) 0304ﾋｰﾄ裏
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TOWA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/類白 ﾃﾌｼｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東和薬品 抗悪性腫瘍剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾌｼｰﾙ･C)

TOWA Tw 396 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 東和薬品 循環機能改善剤 090515収載
TOWA Tw 257 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄｰﾜ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
080704収載

TOWA Tw 146:25 錠剤 白～淡黄 有 ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 東和薬品 尿酸排泄薬 090515収載
TOWA Tw 236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持効性Ca拮抗剤 1101ﾋｰﾄ若干変更
TOWA Tw 008 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 東和薬品 抗てんかん剤，躁病･躁

状態治療剤
101119収載

TOWA Tw 745:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 東和薬品 前立腺癌治療剤 100528収載
TOWA Tw432  Tw432 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 090515収載
TOWA Tw 313 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080704収載
TOWA 3μ g:3μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1005発売
TOWA Tw429  Tw429

mg:112.5 mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/

白～帯黄白
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾄｰﾜ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 東和薬品 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載

TOWA Tw 270:8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠8mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

TOWA Tw 751 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 東和薬品 消化管運動改善剤 101119収載
TOWA Tw 031:15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

TOWA Tw 032:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

TOWA Tw 710:250
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁｽﾀ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 東和薬品 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

0905ｺｰﾄﾞ変更

TOWA Tw 517:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
TOWA Tw 515:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
TOWA ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ﾄｰﾜ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg｢ﾄｰ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東和薬品 代謝性強心剤 101119収載
TOWA Tw 300:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｽﾌﾟｼﾞﾝ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
TOWA 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

TOWA 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

TOWA Tw 352:3 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 101119収載
TOWA Tw 013:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 東和薬品 抗精神病剤 090515収載
TOWA Tw 015:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 081107収載
TOWA Tw431  Tw431

mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｾﾀｰﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 081107収載

TOWA Tw 531:0.5 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠0.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
TOWA Tw 532:1 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
TOWA Tw 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾋﾞﾗｽ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬-東和薬品 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載 以前ﾒｸﾄが

販売していたﾋﾞﾗｽ錠(酪
酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ)とは成分が

TOWARP Tw RP 糖衣錠 白 無 ﾗｽﾌﾟｼﾞﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0612商品名変更(前:ﾗｽﾌﾟ

追加等)
TOWATM TM 103 裸錠 白 無 ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 091113収載(商品名変更

に伴い，前:ｳﾙﾃﾞｯｸｽ)
TOWATM TM 103 裸錠 白 無 ｳﾙﾃﾞｯｸｽ ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(091113ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ

錠50mgに変更)
TOWATW Tw 034:15 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 1004ｺｰﾄﾞ変更，本体ｺｰﾄﾞ
追加

TOWATW Tw 035:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 1004ｺｰﾄﾞ変更，本体ｺｰﾄﾞ
追加
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TOWATW T w:105 μ μ
g

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 東和薬品 気管支拡張剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠25)

TOWATW Tw 106 μ μ
g

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 東和薬品 気管支拡張剤 0711商品名変更(前:ｴﾌﾟｶ

TOWATW Tw 109 裸錠 極薄紅 有 ｶﾝﾌｧﾀﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症・解熱剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｶﾝﾌｧﾀﾆﾝ

TOWATW Tw 110 裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾗﾎﾞｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 東和薬品 骨粗鬆症治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾌﾗﾎﾞｽﾃﾝ

TOWATW Tw 118
0.25mg

裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾛﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 東和薬品 睡眠導入剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｾﾞｽﾄﾛﾐﾝ錠)

TOWATW Tw 127 裸錠 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物
として)

東和薬品 持続性ACE阻害剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｲﾙﾄｯｸ錠

TOWATW Tw:239 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 東和薬品 消化管運動改善剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠)

TOWATW Tw ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾄﾏｲﾘﾝ錠

TOWATW Tw 308 糖衣錠 橙黄 無 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｻﾈﾝ錠･10)，

TOWATW Tw 309 糖衣錠 茶褐 無 ﾍﾟﾝｸﾙｼﾝ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

東和薬品 緩下剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾍﾟﾝｸﾙｼﾝ

TOWATW Tw 310
100mg

糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 0805中止 0706ｺｰﾄﾞ変更

TOWATW Tw 315
100mg

糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｲﾐﾁﾝ錠

TOWATW Tw403  Tw403 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｸﾍﾟｯｸｶﾌﾟｾ

TOWATW Tw404
37.5mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾚﾙﾓﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 東和薬品 徐放性鎮痛･抗炎症剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ｿﾚﾙﾓﾝSRｶﾌﾟｾﾙ)

TOWATW.A
C

Tw AC 糖衣錠 薄橙 無 ｱﾛﾁﾉﾝ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉﾝ錠)

TOWATW.A
ST

Tw AS
20mg

糖衣錠 白 無 ｱﾛｽﾄｰﾜ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 東和薬品 筋緊張性疾患治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｱﾛｽﾄｰﾜ錠)

TOWATW.B
K

Tw:BK
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾞﾁｷﾉﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 東和薬品 消化管運動調律剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾌﾞﾁｷﾉﾝ錠)

TOWATW.C
C

TwTCC
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 東和薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 1007ﾎﾞﾃﾞｨに記載の本体
ｺｰﾄﾞ削除 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾗﾈ
ｷｻﾑ酸･C｢ﾄｰﾜ｣)
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TOWATW.C
EX

Tw CEX250
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/類白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質製剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌｧﾚｷｼﾝ･C｢

追加等)
TOWATW.C
OB

TwCOB μ
μ g

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ500μ g｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 東和薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12
収載(商品名変更に伴
い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰ

TOWATW.D
G

Tw DG 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 東和薬品 経口血糖降下剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠)
9304変更(ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊ
ｲﾑより承継)

TOWATW.EP Tw EP 糖衣錠 白 無 ｴﾍﾟﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東和薬品 筋緊張症候改善剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｴﾍﾟﾙ錠)
920710収載

TOWATW.FA
N

Tw.FAN
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤
商品名変更(前:ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟ

TOWATW.FB Tw:FB
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾗｷｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 東和薬品 頻尿治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 0612商品名変更(前:ｱ
ﾎﾟﾗｷｰﾄ錠)

TOWATW.G
P

Tw GP 裸錠 白～微黄白 無 ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾑ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 東和薬品 自律神経調整剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾑ錠)

TOWATW.H
ST

Tw HST
10mg

裸錠 白 有 ﾋｽﾀﾘｼﾞﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾀﾘｼﾞﾝ錠)

TOWATW.IP Tw IP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠75mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ｲﾃｵﾊﾟﾝ錠)

TOWATW.LB
T

Tw LBT 裸錠 白 無 ﾚﾍﾞﾙﾎﾞﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 東和薬品 気道粘液溶解剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾍﾞﾙﾎﾞﾝ錠)

TOWATW.L
MZC

Tw.LMZC  Tw.LMZC
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾗｸﾏｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 東和薬品 胃粘膜障害治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾗｸﾏｰｾﾞｶﾌﾟ

TOWATW.LY Tw L30
30mg

裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤
収載(商品名変更に伴
い，前:塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30･

TOWATW.LY Tw L90
90mg

裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤
品名変更(塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠
90｢ﾄｰﾜ｣)

TOWATW.M
DT

Tw MDT
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 東和薬品 高血圧治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 0612商品名変更(前:ﾒ
ﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠｢ﾄｰﾜ｣) 03頃本
体ｺｰﾄﾞ化

TOWATW.MI
NO

Tw:M 100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質

TOWATW.M
NT

Tw M6 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 東和薬品 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･

TOWATW.M
S

Tw MS 裸錠 白 有 ﾏﾙｽﾁﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 東和薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾙｽﾁﾝ錠)，
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TOWATW.O
N

Tw ON 裸錠 橙黄 無 ｵﾀﾞﾉﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 東和薬品 血管強化･止血剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾀﾞﾉﾝ錠)

TOWATW.P
T

Tw:PT
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾟﾁｭﾅ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 0606商品名変更(前:ﾊﾟﾁｭ
ﾅ錠) 900713収載

TOWATW.R
P

Tw RP 糖衣錠 白 無 ﾗｽﾌﾟｼﾞﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0612商品名変更(前:ﾗｽﾌﾟ

追加等)
TOWATW.S
OP

Tw:SO
30mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｿﾋﾟﾀﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 東和薬品 鎮痙四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩製剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｿﾋﾟﾀﾑ錠)

TOWATW.S
PL

Tw SPL
25mg

裸錠 白 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 東和薬品 利尿降圧剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠
｢ﾄｰﾜ｣)

TOWATW.S
R

Tw SR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｿﾚﾙﾓﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東和薬品 鎮痛・抗炎症剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｿﾚﾙﾓﾝ錠)
0209頃本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追

TOWATW.S
ST

Tw SST 裸錠 白 無 ｼｰｻｰﾙ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 東和薬品 鎮咳剤
加等)，商品名変更に伴
い 060609収載(商品名変
更に伴い，前:ｼｰｻｰﾙ錠)

TOWATW.T
B

Tw TB 裸錠 淡黄 無 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 東和薬品 血糖降下剤 0606商品名変更(前:ﾄﾙﾌﾞ
ﾀﾐﾄﾞ錠「ﾄｰﾜ」)

TOWATW.T
G

Tw TG 裸錠 白 無 ﾁｵｸﾞｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 β -遮断剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾁｵｸﾞｰﾙ錠)

TOWATW.TI
T

Tw:TI
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠)，

TOWATWAA Tw:AA
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 東和薬品 循環機能改善剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ｱﾝｱﾝｷﾞ錠100)

TOWATWAC Tw AC 糖衣錠 薄橙 無 ｱﾛﾁﾉﾝ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉﾝ錠)

TOWATWAS
T

Tw AS
20mg

糖衣錠 白 無 ｱﾛｽﾄｰﾜ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 東和薬品 筋緊張性疾患治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｱﾛｽﾄｰﾜ錠)

TOWATWBK Tw:BK
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾞﾁｷﾉﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 東和薬品 消化管運動調律剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾌﾞﾁｷﾉﾝ錠)

TOWATWCC TwTCC
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 東和薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 1007ﾎﾞﾃﾞｨに記載の本体
ｺｰﾄﾞ削除 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾗﾈ
ｷｻﾑ酸･C｢ﾄｰﾜ｣)

TOWATWCE Tw CE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東和薬品 脳循環･代謝改善剤 東和のｾﾙｺﾞﾁﾝ錠(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

TOWATWCE
X

Tw CEX250
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/類白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質製剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌｧﾚｷｼﾝ･C｢

追加等)
TOWATWC
OB

TwCOB μ
μ g

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ500μ g｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 東和薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12
収載(商品名変更に伴
い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰ
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TOWATWC
OB

TwCOB μ
μ g

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ500μ g｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 東和薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12
収載(商品名変更に伴
い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰ

TOWATWDG Tw DG 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 東和薬品 経口血糖降下剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠)
9304変更(ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊ
ｲﾑより承継)

TOWATWEP Tw EP 糖衣錠 白 無 ｴﾍﾟﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東和薬品 筋緊張症候改善剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｴﾍﾟﾙ錠)
920710収載

TOWATWFA
N

Tw.FAN
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤
商品名変更(前:ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟ

TOWATWFB Tw:FB
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾗｷｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 東和薬品 頻尿治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 0612商品名変更(前:ｱ
ﾎﾟﾗｷｰﾄ錠)

TOWATWGP Tw GP 裸錠 白～微黄白 無 ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾑ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 東和薬品 自律神経調整剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾑ錠)

TOWATWHS
T

Tw HST
10mg

裸錠 白 有 ﾋｽﾀﾘｼﾞﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾀﾘｼﾞﾝ錠)

TOWATWIP Tw IP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠75mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ｲﾃｵﾊﾟﾝ錠)

TOWATWLB
T

Tw LBT 裸錠 白 無 ﾚﾍﾞﾙﾎﾞﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 東和薬品 気道粘液溶解剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾍﾞﾙﾎﾞﾝ錠)

TOWATWLM
ZC

Tw.LMZC  Tw.LMZC
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾗｸﾏｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 東和薬品 胃粘膜障害治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾗｸﾏｰｾﾞｶﾌﾟ

TOWATWLO
RS

Tw:LORS
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 東和薬品 高脂血症治療剤
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾛﾙｽﾀｰ錠)

TOWATWLY Tw L30
30mg

裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤
収載(商品名変更に伴
い，前:塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30･

TOWATWLY Tw L90
90mg

裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤
品名変更(塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠
90｢ﾄｰﾜ｣)

TOWATWM
DT

Tw MDT
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 東和薬品 高血圧治療剤
加等)，商品名変更に伴
い 0612商品名変更(前:ﾒ
ﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠｢ﾄｰﾜ｣) 03頃本
体ｺｰﾄﾞ化

TOWATWMI
NO

Tw:M 100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質

TOWATWMN
T

Tw M6 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 東和薬品 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･

TOWATWON Tw ON 裸錠 橙黄 無 ｵﾀﾞﾉﾝ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 東和薬品 血管強化･止血剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾀﾞﾉﾝ錠)
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TOWATWPT Tw:PT
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾟﾁｭﾅ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 0606商品名変更(前:ﾊﾟﾁｭ
ﾅ錠) 900713収載

TOWATWPZ Tw:PZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟｾﾞﾗﾝ錠50)，

TOWATWSO
P

Tw:SO
30mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｿﾋﾟﾀﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 東和薬品 鎮痙四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩製剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｿﾋﾟﾀﾑ錠)

TOWATWSP
C

TwSPC
50mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 抗潰瘍剤，精神神経用剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾀﾏｸﾘｯﾄｶﾌﾟｾ

TOWATWSP
L

Tw SPL
25mg

裸錠 白 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 東和薬品 利尿降圧剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠
｢ﾄｰﾜ｣)

TOWATWSR Tw SR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｿﾚﾙﾓﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東和薬品 鎮痛・抗炎症剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｿﾚﾙﾓﾝ錠)
0209頃本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追

TOWATWSS
T

Tw SST 裸錠 白 無 ｼｰｻｰﾙ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 東和薬品 鎮咳剤
加等)，商品名変更に伴
い 060609収載(商品名変
更に伴い，前:ｼｰｻｰﾙ錠)

TOWATWTB Tw TB 裸錠 淡黄 無 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 東和薬品 血糖降下剤 0606商品名変更(前:ﾄﾙﾌﾞ
ﾀﾐﾄﾞ錠「ﾄｰﾜ」)

TOWATWTG Tw TG 裸錠 白 無 ﾁｵｸﾞｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 β -遮断剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾁｵｸﾞｰﾙ錠)

TOWATWTI
T

Tw:TI
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠)，

TOX OX 2 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TOX OX 3 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TOYK ToYK 耳:NEOASDRIN 糖衣錠 白 無 ﾈｵｱｽﾄﾞﾘﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｵｷｾﾗｼﾞﾝ 15.7mg 東亜薬品工業 鎮咳剤 0112中止
TOYK 裸錠 白～わずか

に黄褐
無 ﾋﾞｵｽﾘｰ錠 東亜薬品工業-東亜新

薬，鳥居薬品
整腸剤 旧ｺｰﾄﾞ(0712迄) 牛乳由

来成分含有
TOYK G ToYK505 GAL-TAB 裸錠 白 無 ｶﾞﾛｹﾞﾝ錠 ﾄｶﾝﾌｨﾙ 37.5mg 東亜薬品工業 利胆剤 9909中止 900713収載
TOYO TOYO 101:2 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
TOYO TO YO:5 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
TOYO TO YO:10 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
TOYO TOYO 141 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾗﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 旭化成工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
TOYO TOYO 141 3：TOYO141 3mg 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾗﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾞｽﾗﾝ錠)
TOYO TOYO 650：TOYO 650 TOYO650 4mg ﾄﾛｰﾁ 橙 ﾈｵ･ﾛｲｺﾏｲｼﾝﾄﾛｰﾁH ｱｾﾁﾙｷﾀｻﾏｲｼﾝ(外) 4mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0711中止 0310社名変更

0208ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

TOYOBO 5 TY05NF 5:TOYOBO 二層錠(長円 淡紅/白 有 ﾆﾄﾛﾌｨｯｸｽ5 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg 東洋紡績-ｷｯｾｲ薬品工 徐放性狭心症治療剤 0501中止 940415収載
TOYOBO 10 TY10NF 10:TOYOBO 二層錠(長円 淡帯赤黄/白 無 ﾆﾄﾛﾌｨｯｸｽ10 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 東洋紡績-ｷｯｾｲ薬品工 徐放性狭心症治療剤 0501中止 940415収載
TOZ TOZ 50 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠50(東

京田辺)
ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東京田辺製薬 自律神経賦活剤 9303中止

TP CN-TP CNTP:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/透明 ｶﾙﾅﾀｰﾙTP ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 全星薬品工業 鎮咳剤 0509中止
TP Tw.TP 糖衣錠 白 無 ｻｲﾉﾙﾑ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東和薬品 抗痙縮剤 93中止
TP TP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱﾗﾎﾟﾛﾝ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 海外製薬 消炎鎮痛剤 中止
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TP 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

TP 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

TP 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共 抗精神病剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 田辺三
菱製薬とﾋｰﾄ異なる

TP 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

TP 裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

TP 裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

TP TI TP-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲﾍﾟﾗﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾒｸﾄ 自律神経剤 96中止 9503製造元変更
TP IND-25 IND TP-25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝTP25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9208中止
TP IND-37.5 IND TP-37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝTP37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9203中止
TP Tu TP･075 Tu TP･075 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾂﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9910中止 900713収載
TP Tw:TP Tw.TP100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾉﾙﾑ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 東和薬品 抗痙縮剤
TP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透

明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

TP TP-101 糖衣錠 淡緑 無 ﾀﾞｯﾄﾘﾝ-N ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 竹島製薬 不整脈治療剤 9907中止
TP 5:TP-104 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹｼﾏ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0902中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
TP TP 106 50mg:TP-106 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝE錠50mg｢NT｣ 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･三和化学研

究所，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟ
ﾛﾌｧｰﾏ

ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 0911ﾋｰﾄ若干変更(TP-
106表→裏等) 071221収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾋﾞﾀﾐﾝE錠)

TP TP 107 15mg TP-107 裸錠 白 有 ｼﾝｾﾗｷﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝｾﾗｷﾝ錠)

TP TP-108 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 竹島製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9504中止
TP TP:110 0.5mg TP-110:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾞﾍﾟﾘｰｽ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 精神安定剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾞﾍﾟﾘｰｽ錠)
TP TP-110 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾝﾎﾘﾝ-V6 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 竹島製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9005中止
TP TP 112 TP-112 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾓﾘｰｽ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 心臓選択性β 遮断剤 0712商品名変更(前:ﾘｽﾓ

ﾘｰｽ錠)
TP TP-113 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾌﾟﾛﾌｪﾝ25 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 竹島製薬 消炎鎮痛剤 9106中止
TP TP-114 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｹﾌﾟﾛﾌｪﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 竹島製薬 鎮痛･抗炎症剤 9906中止
TP TP-115 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 竹島製薬 出血抑制･消炎酵素剤 9906中止
TP TP-116 糖衣錠 白 無 ｺﾞｽﾍﾟｰﾙ-F 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 竹島製薬 鎮痙剤 9504中止
TP 250mg TP-117:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾞｯﾄﾘｰﾙ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 血圧降下剤 0901中止 0712商品名変

更(前:ﾀﾞｯﾄﾘｰﾙ)
TP TP-118 糖衣錠 白 無 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 竹島製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9504中止
TP 100:TP-119 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚｯﾀｰ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 循環機能改善剤 0612中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
TP TP 120 200：TP-120 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾑｲｻﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ H2受容体拮抗剤 0902中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
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TP 20:TP-121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 褐 無 ﾎﾟﾙﾄｽ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 肝機能改善剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

TP TP 123 40mg TP-123:40mg 裸錠 白 有 ﾏｵﾘｰﾄﾞ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ 利尿降圧剤 1102ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ中止
TP TP-124 裸錠 淡黄 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 竹島製薬 降圧剤 9504中止
TP TP 125 GA25:TP-125 裸錠 白 有 ｶﾞﾀﾝﾌﾟﾙ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 竹島製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで) 900713

収載
TP TP 125 TP-125 25mg:25mg 裸錠 白 有 ｶﾞﾀﾝﾌﾟﾙ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg(無水物

として)
ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・三笠製薬，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

胃炎･消化性潰瘍治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞﾀﾝﾌﾟﾙ錠)

TP TP-126 糖衣錠 淡青緑 無 ﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ錠｢ﾀｹｼﾏ｣ ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 竹島製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9504中止
TP 10:TP-127 糖衣錠 黄 無 ﾊﾟﾝﾎﾘﾝ-F ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 竹島製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 04頃中止
TP 10:TP-128 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｷｻﾍﾟﾗﾝ ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 鎮痙･微小循環改善剤 0902中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
TP 25:TP-129 裸錠 白 有 ﾒﾌﾞﾘｰﾄﾞ錠25mg ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 降圧利尿剤 0912中止
TP TP-131 裸錠 白 無 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ錠｢ﾀｹｼﾏ｣ ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 竹島製薬 ｽﾙﾌｧﾆﾙ尿素系糖尿病用

剤
旧ﾋｰﾄ（94頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞTP-
131削除）

TP TP 132 200mg TP-132 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾘﾅﾛﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 頻尿治療剤 0810本体ｺｰﾄﾞ追加 0706
商品名変更(前:ﾕﾘﾅﾛﾝ

TP TP 133 250mg TP-133：250mg 裸錠 白 無 ﾌｪﾈｯﾄ錠250 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 筋緊張性疼痛疾患治療
剤

0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬) 0210ﾋｰﾄ
変更

TP TP-134 裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞﾀﾐﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 竹島製薬 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

9902中止

TP TP 135 15mg TP-135:15mg 裸錠 白 有 ﾃﾞﾄﾒﾌｧﾝ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

鎮咳剤 0807本体ｺｰﾄﾞ追加
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞﾄﾒﾌｧﾝ)

TP TP 137 250:TP-137 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｳﾝｵｲｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高脂質血症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｳﾝｵｲｰﾙ錠)

TP TP-138 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾘﾝｸ錠 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg 竹島製薬 消化性潰瘍治療剤 9107中止
TP 100mg TP-139:100mg 糖衣錠 白 無 ﾓｷﾞﾌｪﾝ錠100mg ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗炎症・鎮痛・解熱剤 0912中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ﾓｷﾞ
ﾌｪﾝ錠)

TP TP 140 TP-140 糖衣錠 白 無 ｱﾅﾎﾟﾚｯﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 筋緊張性疾患治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾅﾎﾟﾚｯﾄ錠)

TP TP-142 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾗﾄﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 竹島製薬 微小循環改善剤 9205中止
TP 10:TP-145 裸錠 白 有 ﾒﾝﾄﾘｰｽ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0504社名変更(前：竹島
製薬)

TP TP-146 糖衣錠 黄 無 ﾀｹｷｿｰﾙ50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 竹島製薬 抗痙縮剤 9504中止
TP TP-147 糖衣錠 黄 無 ﾀｹｷｿｰﾙ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 竹島製薬 抗痙縮剤 9504中止
TP DP0.5:TP-148 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾝﾌﾟﾚｽ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 高血圧治療剤 0902中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
TP DP1:TP-149 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾝﾌﾟﾚｽ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 高血圧治療剤 0902中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
TP TP-151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾏﾀｰｾﾞ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 消炎酵素剤 1102自为回収 090925収

載(商品名変更に伴い，
前:ｼﾏﾀｰｾﾞ)

TP TP-152 裸錠 淡橙 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.5｢ﾀｹｼﾏ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 竹島製薬 緩和降圧剤 9902中止
TP TP 155 30:TP-155 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ﾀｹｼﾏ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
酵素製剤 0806本体ｺｰﾄﾞ追加 0504

社名変更(前：竹島製薬)
TP TP 156 90:TP-156 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ﾀｹｼﾏ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
酵素製剤 0806本体ｺｰﾄﾞ追加 0504

社名変更(前：竹島製薬)
TP TP 159 500μ g TP-159:500μ g 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤 0810本体ｺｰﾄﾞ追加

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｺﾊﾞﾏｲﾄﾞ500
μ g)

TP TP 160 TP 160 TP-160 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡橙 ﾙﾒﾘｰﾑｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 0902中止
TP 100mg TP-161 糖衣錠 褐 無 ｺﾞｽﾍﾟｰﾙ･ﾚﾊﾞｰ腸溶錠

100mg
肝臓加水分解物 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 肝臓疾患治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾞｽﾍﾟｰﾙ･ﾚ
TP Th 161 Th161 TP:TP 裸錠 白 有 ﾄﾘﾌｪｼﾞﾉﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで)
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TP TP 162 TP 162 TP-162 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/橙 ﾙﾒﾘｰﾑｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 0902中止
TP TP 163  TP 163 100mg TP-163：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡黄 VEﾆｺﾁﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 微小循環系賦活剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:VEﾆｺﾁﾈｰﾄｶ
ﾌﾟｾﾙ) 0902本体ｺｰﾄﾞ追加

TP TP-164 糖衣錠 白 無 ｺﾞｽﾍﾟｰﾙ-M ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 竹島製薬 消化器機能異常治療剤 9504中止
TP TP 165 TP 165 100:TP-165 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾙﾐｵｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ｹ

ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤
0612商品名変更(前:ﾙﾐｵ
ｽｶﾌﾟｾﾙ)

TP TP-166 裸錠 白 有 ﾒﾝﾄﾘｰｽ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 竹島製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9912中止

TP TP 170 TP-170 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ﾀｹｼﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 合成抗菌製剤 0612中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

TP TP-171 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ﾀｹｼﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 竹島製薬 合成抗菌製剤 9901中止

TP TP 172 TP-172 50mg：50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾊｲﾐｼﾞﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 自律神経調整剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲﾐｼﾞﾝ錠)

TP TP-173 糖衣錠 赤 無 ﾀﾞｯﾄﾘｰﾅ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 竹島製薬 冠血管拡張剤 9504中止
TP TP-174 糖衣錠 赤 無 ﾀﾞｯﾄﾘｰﾅ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 竹島製薬 冠血管拡張剤 9504中止
TP 25mg TP-175:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｪﾅｼﾄﾞﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 鎮痛・抗炎症剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾅｼﾄﾞﾝ錠)
0210ﾋｰﾄ若干変更

TP TP-176 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾊｲﾗｰｾﾞ-3号 竹島製薬 消化酵素製剤 9901中止
TP TP-177 裸錠 淡黄褐 有 ﾊﾞｽﾄﾚﾎﾞﾝA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 竹島製薬 利尿降圧剤 9504中止
TP TP-181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾟﾝﾎﾘｰﾀ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 竹島製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9504中止
TP TP 183 12.5mg TP-183:12.5mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾌﾟﾘﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  970711収載

TP TP 184 25mg TP-184:25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾌﾟﾘﾙ錠25 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  970711収載

TP TP-185 裸錠 淡黄～黄 有 ﾊｰﾃﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 竹島製薬 代謝性強心剤 9504中止
TP TP 187 TP-187 50mg:50mg 裸錠 白 無 ｺﾞｸﾐｼﾝ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，

三笠製薬，ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
胆･肝・消化機能改善剤 0504社名変更(前：竹島

製薬) 0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ裏か
ら表へ

TP TP 188 GOK100:TP-188 裸錠 白 有 ｺﾞｸﾐｼﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 竹島製薬 胆･肝・消化機能改善剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 970711収
載

TP TP 188 TP-188 100mg 裸錠 白 有 ｺﾞｸﾐｼﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

利胆・胆石溶解剤 0504社名変更(前：竹島
製薬)  02ﾋｰﾄ変更

TP TP-189 裸錠 白 有 ﾌｧﾄｷｻﾐﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 竹島製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9504中止

TP TP-190 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝｼｸﾚｰﾄ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 竹島製薬 脳血流障害改善剤 9504中止
TP TP 191 TP-191 200mg：200mg 裸錠 白 有 ｵｷｼｱｼﾄﾞﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性消炎･鎮痛剤 0902中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
TP TP-191 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾄﾚｽﾎﾞﾝ-E 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 竹島製薬 鎮咳去痰剤 9209中止
TP TP-192 糖衣錠 白 無 ﾓｷﾞﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 竹島製薬 解熱鎮痛消炎剤 9409中止 9301ｺｰﾄﾞ化
TP TP 194  TP 194 1mg TP-194 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810本体ｺｰﾄﾞ追加 0706

商品名変更(前:ｻﾗﾁﾝｶﾌﾟ
TP TP 196 TP-196 錠剤 白 有 ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｾﾞｵｰﾗﾙ ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

竹島製薬 腫脹緩解用酵素剤 0203中止 950707収載

TP TP 197 TP-197 錠剤 白 無 ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｾﾞﾊﾞｯｶﾙ ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

竹島製薬 腫脹緩解用酵素剤 0203中止 950707収載

TP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透
明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

TP TP:202 TP-202:TP-202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾊﾟﾝﾙｰｸ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 経口蛋白分解酵素阻害
TP TP 208 5:TP-208 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾞｳﾝﾃﾝｼﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0504社名変更(前：竹島

製薬)
TP TP 209 10:TP-209 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾀﾞｳﾝﾃﾝｼﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗剤 0504社名変更(前：竹島

製薬)
TP TP 210 TP-210 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾘｰｽ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0901中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
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TP TP:211 TP-211 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾃﾞﾐｵﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 竹島製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
TP TP 217 30mg TP-217 裸錠 白 有 ﾃﾞﾙﾄｰﾏ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ﾃﾞﾙ

ﾄｰﾏ錠)
TP TP 219 TP-219 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾒﾃﾞｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0912ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ中止

0908中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

TP TP 220 TP-220 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽｲｻﾝ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤
TP TP 221 TP-221 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽｲｻﾝ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤
TP TP 222：1 TP-222 1mg：1mg 裸錠 白 有 ｱﾙﾌﾛｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ・血圧
降下剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  040709収載

TP TP 223：2 TP-223 2mg：2mg 裸錠 淡橙白 有 ｱﾙﾌﾛｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ・血圧
降下剤

0504社名変更(前：竹島
製薬)  040709収載

TP TP 225 TP-225 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｽﾀｯﾄ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾈｽﾀｯﾄ錠)

TP TP 230 2mg TP-230:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠2NT 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

TP TP 231 4mg TP-231:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4NT 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

TP TP 232 8mg TP-232:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8NT 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

070706収載

TP M706 TP-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾁﾙﾄﾞﾊﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 模範薬品研究所 血圧降下剤 9201中止
TP TP-601 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
帯黄白 ﾀｹｽﾃﾛｰﾙSｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 竹島製薬 高脂血症治療剤 9504中止

TP TP-602 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄSｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 竹島製薬 消化性潰瘍治療剤 9107中止
TP 100:TP-603 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄSｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 組織修復性抗潰瘍剤 0902中止 0504社名変更

(前：竹島製薬)
TP TP-604 0.25μ g：0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
微黄 ﾎﾟｽﾛｯﾄﾙSｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・昭和薬品化

工，三笠製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0912中止

TP TP-605 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾎﾟｽﾛｯﾄﾙSｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・昭和薬品化
工，三笠製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0912中止

TP TP-706 裸錠 白 有 ｺﾞｽﾊﾟﾗﾁﾞﾝ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 竹島製薬 高血圧･不整脈治療剤 9106中止
TP TP-709 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾄﾚﾎﾞﾝ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 竹島製薬 脳循環代謝改善剤 9909中止
TP TP-710 裸錠 白 有 ｶｰﾛﾑ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg 竹島製薬 脳･末梢循環障害改善剤 9907中止 舌下錠 十字割

線
TP TP-1011 糖衣錠 白 無 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 竹島製薬 抗めまい剤 9412中止
TPAD KC 31 KC31 25mg:25mg 糖衣錠 淡桃 無 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ錠25 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 25mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 0206ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ) 9703ﾋｰﾄ変
TPAD KC 30 KC30 75mg:75mg 糖衣錠 桃 無 ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ錠75 塩酸ﾄﾞｽﾚﾋﾟﾝ 75mg 科研製薬 うつ病･うつ状態治療剤 0303中止 0206ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9706ﾋｰﾄ変更

TPC KC 32 KC32 20μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｻｲﾘﾝ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 科研製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

0112ﾋｰﾄ変更，商品名記
載 9703ﾋｰﾄ変更(TPC20

TPD TPD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾌﾟﾅｰﾄﾞ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9910中止 960705収載 本
体記号ﾖｼｵｰﾙと同じ

TPD TPD Tu YS-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｼｵｰﾙ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 辰巳化学 胃炎･胃潰瘍治療剤 9906中止 970711収載 本
体記号ｱｽﾌﾟﾅｰﾄﾞと同じ

TPD TPD 173 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 9408本
体刻印

TＰＤ P D 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 高血圧・狭心症・頻脈治
療剤

1004中止 0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更

TPGE KC 29 TPGE KC-29 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2錠｢科 ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ 0.5mg 科研製薬 陣痛誘発･促進剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄)
TPK TPK-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠50｢科薬｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 科薬 循環機能改善剤 9912中止
TPK TPK-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠100｢科薬｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 科薬 循環機能改善剤 9912中止
TPM KC 26 KC26 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾌﾟﾛﾐﾄﾞ錠200mg ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾐﾄﾞ 200mg 科研製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾐﾄﾞ錠)
0205ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9706ﾋｰﾄ変更
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TPO PO 徐放性裸錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤〈持
効錠〉

旧品名(090324硝酸ｲｿｿﾙ
ﾋﾞﾄﾞ徐放錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 大洋のｹﾈｼﾞﾝ錠
(ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ，中止)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

TPO PO 徐放性裸錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ徐放錠
20mg｢ﾀｲﾖｰ｣

硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤〈持
効錠〉

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠)
大洋のｹﾈｼﾞﾝ錠(ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄ
ﾌｨﾘﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同

TPR TPR 糖衣錠(楕円 茶褐 無 ﾌﾟﾛﾍﾊﾟｰﾙ錠 科研製薬 肝臓加水分解物製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで)
TPR TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙｰﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 胃潰瘍治療剤 0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 970711収載
TPR TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾚﾍﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載 本

体同記号，同成分他4品
目有

TPR TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾋﾟｸﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 協和薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9811中止 970711収載 本
体同記号，同成分他4品
目有

TPR TPR 237 Tu FR-050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾌｫﾙﾃｲｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 辰巳化学 胃炎･胃潰瘍治療剤 9902中止 970711収載 本
体同記号，同成分他4品
目有

TPR TPR 237 TPR237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾏｲｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ﾒﾙｸﾎｴｲ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9903中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載

TPRS TPRS 糖衣錠 茶褐 無 ﾌﾟﾛﾍﾊﾟｰﾙS錠 肝臓加水分解物 100mg 科研製薬 肝臓加水分解物製剤 9510中止
TPS 130 TPS-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｽｸﾚﾆﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗骨格筋痙攣剤 94中止
TPST 337 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚｽﾄｰﾝ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 98中止 940708収載
TPT P T 裸錠 白 有 ｶﾃﾌﾟﾁﾝ錠0.05mg 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.05mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 旧品名(0812ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩

酸塩錠50μ ｇ｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更) 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TPT P T μ g 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠50μ
g｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.05mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 0812商品名変更(前:ｶﾃﾌﾟ
ﾁﾝ錠0.05mg)，ﾋｰﾄ表50μ
g追加

TPTLL L 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀﾌｨﾗﾝL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大洋薬品工業 持続性脳微小循環改善 9905中止 960705収載
TPZ P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾞﾗﾆｯｸTRｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9703中止 96ﾋｰﾄ変更
TR SW-405:SW-TR 糖衣錠 淡黄橙 無 ﾄﾗﾗﾝﾀ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 沢井製薬 過敏大腸症治療剤 9409中止
TR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅白 無 ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠7.5mg 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏大腸症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠)
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

TR ATN ATN 糖衣錠 白 無 ﾄﾚﾝﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 脳微小循環改善剤 9909中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ変更

TR Tw.TR0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾄﾙｼﾄﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
TR Tu TR:0.5 Tu TR-050 0.5:Tu TR- 裸錠 白～微黄白 有 ﾀｰｹﾞﾛﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 辰巳化学 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0008中止 950707収載
TR Tw.TR0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐 ﾄﾙｼﾄﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
TR 耳:T1R 裸錠 白 無 ﾘｽﾞﾏﾎﾟﾛﾝ錠1mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 海外製薬 高血圧･不整脈治療剤 中止
TR TR 5：☆ORGANON ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ21 ﾃﾞｿｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽ

ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
0.15mg，
0.03mg

MSD 経口避妊剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) ﾏｰﾍﾞ
ﾛﾝ28(成分含有製剤，白
色)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

TR TR 5：☆ORGANON ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 ﾃﾞｿｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.15mg，
0.03mg

MSD 経口避妊剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ) ﾏｰﾍﾞ
ﾛﾝ21と本体ｺｰﾄﾞ同じ ﾌﾟﾗ
ｾﾎﾞはｺｰﾄﾞKH 2:☆
ORGANON，緑色

TR TR11 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

極薄黄～薄
黄

ﾚﾐｯﾁｶﾌﾟｾﾙ2.5μ g 塩酸ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ 2.5μ g 東ﾚ-鳥居薬品 経口そう痒症改善剤 090313収載
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TR SW-406:SW-TR15 糖衣錠 白 無 ﾄﾗﾗﾝﾀ錠15 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 15mg 沢井製薬 過敏大腸症治療剤 89中止
TR TR 60 TR60 LA60μ 裸錠(徐放性) 白～黄みの

白
無 ｹｱﾛｰﾄﾞLA錠60μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 60μ g 東ﾚ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ（PGI2)

誘導体徐放性製剤
071214収載

TR 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

橙 有 ﾄﾗﾝｺﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 第一製薬 静穏筋弛緩剤 9610中止

TR TP123SV 裸錠 白 無 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ錠SV 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 進化製薬 平滑筋鎮痙剤 9406中止
TR 144 MLM-TR 144 糖衣錠 白 無 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
TR TR149SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾍﾞﾘﾅｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 進化製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9603中止 900713収載
TR TR 212 20μ g TR212：20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 東ﾚ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)

誘導体製剤
0504社名変更(山之内，
藤沢合併)

TR ATC ATC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾝﾀｰﾙ300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ 持続性脳微小循環改善
剤

9909中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ変更

TR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄緑透明 ﾄﾘﾃﾚﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 京都薬品工業-大日本住
友製薬

利尿･血圧降下剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘﾃﾚﾝ･ｶﾌﾟｾ
ﾙ) 9710PTPｼｰﾄ変更(TR
削除)

TR IC-622 TR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡黄緑 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝC｢ｲｾｲ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg ｲｾｲ 利尿降圧剤 9502中止 93ｺｰﾄﾞ追加
(SP->PTP)

TRA CG 108 20mg:CG108 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗｻｺｰﾙ錠20mg 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ β -受容体遮断剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾄﾗｻｺｰﾙ錠）

TRA CG 109 40mg:CG109 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗｻｺｰﾙ錠40mg 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ β -受容体遮断剤 040709収載，ﾋｰﾄ変更，
品名変更に伴い（前：ﾄﾗｻ
ｺｰﾙ錠）

TRAVELMIN EISAI EISAI Travelmin 裸錠 白 無 ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝ錠 ｻﾘﾁﾙ酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ､
ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ

40mg，26mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 鎮暈剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄）

TRB KC 21 TRB KC-21 裸錠 白 有 ﾛﾋﾞﾅｰﾙ錠 臭化ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ 1mg 科研製薬 消化性潰瘍治療剤 9908中止
TRB 309 TRB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾗｽﾍﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 東洋新薬 消化管運動調律剤 9412中止 920710収載
TRD TRD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 三亜製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性治療剤 9612中止 9412承継
TRD MDP 22A 裸錠 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-塩野義製

薬
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで) 900420

収載
TRD MD 44L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg 日本ﾍｷｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ(旧:

ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ)-塩野義製
薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9709中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

TRD RD 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(0909ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
75mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
0702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TRD RD 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠75mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 0909商品名変更(前:ｻﾞﾒｯ
ｸ錠75)

TRD RD 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(0909ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
150mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TRD RD 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150mg｢ﾀｲﾖｰ｣ 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 0909商品名変更(前:ｻﾞﾒｯ
ｸ錠150)

TRDI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲA錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 940708収
載

TRI KI 3161 TRI:MECT KI-3161 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾄﾘﾅﾁｵｰﾙ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾒｸﾄ 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9207中止
TRM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁﾝ 2mg（ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁ

ﾝとして）
ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，製造販

売元変更に伴い(新：長生
堂製薬-田辺製薬販売)

TRN Th186 Th186 TRN:TRN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
900713収載

TROCHE M･S･TROCHE･ MS FTR ﾄﾛｰﾁ(ﾄﾞｰﾅﾂ型) 薄橙 無 複合ﾄﾛｰﾁ明治 明治製菓 複合抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 明治の
SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣と
本体ｺｰﾄﾞ同じ
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TROCHE M･S･ TROCHE・ ﾄﾛｰﾁ 青 SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣ 塩化ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ(外) 0.25mg 明治製菓 口腔用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:SPﾄﾛｰﾁ明治)
明治の複合ﾄﾛｰﾁ明治(中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

TROCHE TROCHE･KY･06 BCT ﾄﾛｰﾁ 白 ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ･ﾄﾛｰﾁ ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ(外) 250単位 科薬 口腔用剤 0403中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TRP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ､ﾌｪﾉﾊﾞ
ﾙﾋﾞﾀｰﾙ

7.5mg，15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏大腸症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｺﾛﾝP錠)

TRPT TRPT:15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘﾝﾊﾟｽ錠 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 全星薬品工業 鎮咳剤 0604中止 0203SP→
PTP，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄ裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

TRS YT A1 YT-A1:YT-A1 TRS1 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝｻﾞｸﾄ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性心身安定剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 990709収
載

TRS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾄﾘﾃﾚﾝS ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ､ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 京都薬品工業-住友製薬 降圧利尿剤 9212中止
TRSV TP123SV 裸錠 白 無 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ錠SV 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 進化製薬 平滑筋鎮痙剤 9406中止
TRSV TR149SV 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾍﾞﾘﾅｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 進化製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9603中止 900713収載
TRSY SY TR-SY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝｾﾌﾟﾄﾝ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 生晃栄養薬品 解熱鎮痛消炎剤 98中止 同じ本体ｺｰﾄﾞの

製品多数あり
TRT Tw.TRT 糖衣錠 白 無 ﾄｽﾍﾟﾗｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 東和薬品 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ（0211頃迄）
TS TS A311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｶﾙﾏｰﾃ50 ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 東邦新薬 消炎鎮痛剤 中止
TS SW SW-695:SW-TS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 沢井製薬 脳循環代謝改善剤 92中止
TS T S:PM2 裸錠(楕円形) 白 有 ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠(2mg) 酢酸ﾊﾟﾗﾒﾀｿﾞﾝ 2mg 田辺製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0603頃中止 9711ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TS M413 TS-0.5 糖衣錠 赤 無 ﾂｴﾙﾌﾞﾐﾝｴｽ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 模範薬品研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9104中止
TS t S1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠

50mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大洋薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TS TC442  TC442 TC442 20mg:20mg
TC442 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T20

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ20)，ﾋｰﾄ耳裏記号追

TS TC443  TC443 TC443 25mg:25mg
TC443 ﾋｰﾄ耳裏:TS-1
T25

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙT25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ，ｷﾞﾒﾗｼﾙ，ｵﾃ
ﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｨｰｴｽﾜﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ25)，ﾋｰﾄ耳裏記号記

TS t S2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TS TS 2 TS:TS222SV 裸錠 白 有 ﾊﾞｾｿﾞﾘﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)
TS TS 2 TS:TS225SV 裸錠 白 有 ﾊﾞｾｿﾞﾘﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 9603中止 9302ﾋｰﾄ変更
TS ZE 13 ZE13 TS10:10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾁｵｽﾀｰ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 全星薬品工業-全星薬

品，ﾏｲﾗﾝ製薬
H2受容体拮抗剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
TS ZE 14 ZE14 TS20:20mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾁｵｽﾀｰ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 全星薬品工業-全星薬

品，ﾏｲﾗﾝ製薬
H2受容体拮抗剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
TS SW 696 SW-696 20:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃｸﾆｽ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 沢井製薬 鎮暈剤 00本体変更(696追加)，

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TS 糖衣錠 白 無 ﾄﾘｾﾁﾞﾝｺｰﾜ 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 興和新薬 虚血性心疾患治療剤 9207中止
TS TS TS-30 裸錠 白 無 ｺｰﾚﾝ 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 東邦新薬-竹島製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 05頃中止
TS S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1011中止 0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
TS Tu TS･200 Tu TS･200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾀﾂﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 辰巳化学 尿路感染症用抗菌剤 920710収載
TS Tu-TS 250 Tu TS-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白～微黄 無 ﾄﾒｼｰﾙ錠｢250｣ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 辰巳化学 抗菌性化学療法剤 9906中止 940708収載
TS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾ

TS 裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
020705収載(商品名変更
前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠)

TS TS A312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｶﾙﾏｰﾃ100 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 東邦新薬 消炎鎮痛剤 中止
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TS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白～淡黄白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
TSBN S 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1011中止
TSBN S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9804

ﾋｰﾄ変更 960705収載
TSC KWP 15 TSC KWP-15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｽｸﾘｯﾄ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｿﾙﾍﾞｲ製薬 代謝性心不全治療剤 9304中止
TSC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/無透

明
ﾄｸﾚｽｽﾊﾟﾝｽｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
30mg

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大日本住友製薬 鎮咳剤 0802ﾋｰﾄ裏30追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｸﾚｽｽﾊﾟﾝｽｰ

TSFC SFC 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TSFC SFC 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾙﾆﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

0703ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TSQ TSQ 279 裸錠 白 有 ﾀｲｿｷﾉｰﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 9005中止
TSR TSR 232 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾀｲｽﾃﾛﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 大洋薬品工業 脂質代謝改善剤 94中止
TSSV TS 2 TS:TS222SV 裸錠 白 有 ﾊﾞｾｿﾞﾘﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)
TSSV TS 2 TS:TS225SV 裸錠 白 有 ﾊﾞｾｿﾞﾘﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 進化製薬 気管支拡張剤 9603中止 9302ﾋｰﾄ変更
TST Saal Tw.TST 裸錠 白 無 ﾄｰﾜｻｰﾙ錠 東和薬品 解熱鎮痛剤 94中止
TST MO 232:10 MO232 裸錠 白 無 ﾃｽﾁﾉﾝ錠10mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 10mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

TST MO 233:25 MO233 裸錠(形状:長
円形)

白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 25mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

TST MO 234:50 MO234 裸錠(形状:長
円形)

白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠50mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 50mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

TSU TSU 000 TSU000 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｱｲﾃﾞｲﾄ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高尿酸血症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｲﾃﾞｲﾄ錠)

TSU TSU 001 TSU001 10mg:10mg 裸錠 白 有 ｱｲﾃﾞｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 鶴原製薬 β -遮断剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｲﾃﾞｲﾄﾛｰﾙ

TSU TSU002 20mg:20mg 裸錠 白 有 ｱｲﾃﾞｲﾄﾛｰﾙ20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 鶴原製薬 不整脈･狭心症治療剤 0403中止
TSU TSU004 15mg：15mg 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾏﾄｯﾌﾟ錠15mg ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 鶴原製薬 非麻薬性鎮咳剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾄﾏﾄｯﾌﾟ)
TSU TSU005 15mg：15mg 糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾏﾘ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ

ﾙﾌｧﾝ
15mg 鶴原製薬 鎮咳剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾄﾏﾘ錠)
TSU A 5:5 TSU007 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
鶴原製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

TSU A 2.5:2.5 TSU008 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾂﾙﾊ
ﾗ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

鶴原製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

TSU TSU009 7.5mg：7.5mg 糖衣錠 淡褐 無 ｱﾃﾈｺﾘﾝ-M錠7.5mg 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 鶴原製薬 過敏大腸症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈｺﾘﾝ-M)

TSU 010 TSU010 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾃﾈｼﾞﾝ錠50mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ
剤･精神活動改善剤･ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ症候群治療剤

0908商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ｼﾞﾝ50)

TSU TSU 010  TSU 010 TSU010 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵｰﾈｽSZ配合ｶﾌﾟｾﾙ 鶴原製薬 消化酵素剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｰﾈｽSZｶﾌﾟｾ

TSU TSU 011 TSU011 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾃﾈｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 鶴原製薬 抗A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ
剤･精神活動改善剤･ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ症候群治療剤

0908商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ｼﾞﾝ100)

TSU TSU 012 TSU012 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ｱｲﾃﾞｲﾄ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 鶴原製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
TSU TSU013 25mg：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾃﾈﾉｰﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 鶴原製薬 狭心症・不整脈用剤 0811中止
TSU TSU013 25mg：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾃﾈﾉｰﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 鶴原製薬 狭心症・不整脈用剤 0811中止
TSU TSU016 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 鶴原製薬・科研製薬 高血圧･狭心症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾃﾈﾗｰﾄ)
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TSU TSU017 2mg 裸錠 淡青 無 ｱﾃﾈﾚﾝ錠2mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 鶴原製薬 胃炎・胃潰瘍治療剤，抗
炎症含嗽剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈﾚﾝ錠(ﾂﾙ
ﾊﾗ))

TSU TSU018 20mg：20ｍｇ 腸溶性糖衣錠 赤 無 ｱﾃﾈﾝ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 鶴原製薬 ATP腸溶錠 0612中止
TSU TSU019 糖衣錠 淡褐 無 ｱﾃﾈﾝﾄｰﾙ錠12.5mg ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 鶴原製薬 利胆剤･唾液分泌促進剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾃﾈﾝﾄｰﾙ)
TSU TSU 020 TSU020 200mg:200mg 裸錠 白 有 ｱﾃﾈﾒﾝ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 鶴原製薬 解熱鎮痛剤 10中止 050708収載
TSU TSU020 裸錠 淡灰赤紫 有 ｱﾅｼﾘﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 鶴原製薬 化学療法剤 9504薬価削除
TSU TSU021 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾅｼﾛｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 鶴原製薬 α ，β 受容体遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(0810頃迄)，製造

販売元変更に伴い(新:日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)

TSU TSU 023 TSU023 100mg：100mg 裸錠 白 有 ｱﾃﾈﾝﾄｲﾝ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 鶴原製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾈﾝﾄｲﾝ錠)

TSU A35 TSU029 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾈﾐｰﾙ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 鶴原製薬 持続性心選択性β 1遮断
剤

0806商品名変更(前:ｱﾃﾈ
ﾐｰﾙ錠)

TSU 030 TSU030 L20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 鶴原製薬･科研製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0301ﾋｰﾄ変更 0109本体
ｺｰﾄﾞ追加 920710収載

TSU TSU032 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｱﾏﾄﾞﾘﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 鶴原製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
TSU 034 TSU034 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾄﾌﾟﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤
TSU HT 5V TSU044 200mg:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾊﾞﾅｼﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 骨粗鬆症治療剤 0908商品名変更(前:ｲﾊﾞﾅ

ｼﾝ錠)
TSU TSU080 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｼﾞﾝ錠10(ﾂﾙﾊﾗ) 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9604薬価削除
TSU TSU081 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｼﾞﾝ錠(ﾂﾙﾊﾗ) 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9604薬価削除
TSU TSU084 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡茶/淡黄 ｴｰﾃﾞｼﾝ･C ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 鶴原製薬 胆道疾患治療剤 0605中止
TSU TSU085 5mg:FAD 5 5mg

耳：FAD5
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 FAD錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:FAD5(ﾂﾙﾊﾗ))
TSU TSU086 10mg: FAD10

10mg耳:FAD10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 FAD錠10mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:FAD10(ﾂﾙﾊ
TSU TSU089 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 M-ﾁｽﾃﾝ錠50mg Ｌ-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 鶴原製薬 気道粘膜疾患治療剤 10中止 071221収載(商品

名変更に伴い，前:M-ﾁｽ
ﾃﾝ錠)

TSU TSU090 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 M-ﾁｽﾃﾝ(100) L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 鶴原製薬 気道粘液溶解剤 10中止
TSU TSU 094 TSU094 5mg 裸錠 黄 有 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠(ﾂﾙﾊﾗ) 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 鶴原製薬 循環増強剤 0604中止 0207本体刻印

追加 9611ｺｰﾄﾞ化
TSU E 22 TSU99 4mg:4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾂ

ﾙﾊﾗ｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 鶴原製薬 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠4mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣)

TSU TSU 118 TSU118 20mg：20mg 裸錠 白(淡灰ない
し淡黄の斑

無 L-ｵｰﾈｽｹﾞﾝ錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 鶴原製薬 持効性虚血性心疾患治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:L-ｵｰﾈｽｹﾞﾝ

TSU E 19 TSU120 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾘﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 筋緊張改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾍﾟﾘﾅｰﾙ錠)

TSU TSU126 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠(ﾂﾙﾊﾗ) ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 鶴原製薬 精神神経用剤 9604薬価削除
TSU TSU127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰﾙﾊﾟｰﾙﾝ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 鶴原製薬 循環機能改善剤 0811中止
TSU TSU128 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰﾈｽNT錠 鶴原製薬 健胃消化剤 中止
TSU TSU129 TSU129 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵｰﾈｽNZｶﾌﾟｾﾙ 鶴原製薬 健胃消化剤 中止
TSU TSU 130  TSU 130 TSU130 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｵｰﾈｽSP配合ｶﾌﾟｾﾙ 鶴原製薬 消化酵素剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｵｰﾈｽSPｶﾌﾟｾ
TSU TSU 132 TSU132 200mg 裸錠 白 無 ｵｷﾈｽｼﾞﾝ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 持続性消炎鎮痛剤 0805中止
TSU TSU133 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰﾈｽST配合錠 鶴原製薬 消化酵素剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｵｰﾈｽST錠)
TSU TSU134 TSU134 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏｺﾞﾁﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 鶴原製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9204中止 900713収載
TSU TSU135 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg｢TSU｣ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 鶴原製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載
TSU TSU 136 TSU136 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾂﾙﾊ ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 鶴原製薬 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
TSU TSU 141 TSU141 30mg:30mg 裸錠 橙 無 ｶﾙﾀｿﾞﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 鶴原製薬 血管強化･止血剤 9612ｺｰﾄﾞ化

TSU TSU148 50単位：50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾀｺﾞﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 鶴原製薬 循環障害改善剤 011221収載(規格単位表
現の変更)

TSU TSU149 0.25μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白 ｶﾙﾐｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 鶴原製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
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TSU TSU150 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤 ｶﾙﾐｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 鶴原製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
TSU TSU161 裸錠 白 無 ｷﾌﾟﾁﾛﾝ ｷﾓﾄﾘﾌﾟｼﾝ 5000ｷﾓﾄﾘﾌﾟ

ｼﾝNF単位
鶴原製薬 消炎酵素剤 9404中止

TSU TSU180 250mg:250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾂﾙﾊﾗ｣

ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 鶴原製薬 高脂質血症治療剤 0908商品名変更(前:ｸﾛﾌｨ
ﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ(ﾂﾙﾊﾗ))

TSU TSU 182 TSU182 2mg 裸錠 淡赤 有 ｸﾛﾎﾟﾘｼﾞﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 鶴原製薬 降圧利尿剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾎﾟﾘｼﾞﾝ錠)

TSU TSU185 100mg 裸錠 淡橙 有 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ錠(ﾂﾙﾊﾗ) ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 鶴原製薬 中枢性筋弛緩剤 9610中止
TSU TSU 187 TSU187 裸錠 淡橙 有 ｸｲﾝﾌﾟﾚｽ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 鶴原製薬 血圧降下剤 0705中止
TSU TSU 188 TSU188 CF 裸錠 白～帯黄白 有 ｸﾘｰﾝﾌｧｲﾌﾞ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 鶴原製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0510中止 0012本体記号

追加
TSU TSU200 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾂ

ﾙﾊﾗ｣
ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 鶴原製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄC(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

TSU TSU201 100mg：100mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣

ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 鶴原製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

TSU TSU220 0.25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ250μ g｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
(ﾂﾙﾊﾗ))

TSU TSU221 0.25mg:0.25mg 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠(ﾂﾙ
ﾊﾗ))

TSU TSU222 5mg 糖衣錠 淡黄緑 無 ｺﾝｽｰﾝ錠5 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 鶴原製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ
TSU TSU223 10mg:10mg 糖衣錠 淡緑 無 ｺﾝｽｰﾝ錠10 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 鶴原製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ
TSU TSU226 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺｺﾅﾘﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 鶴原製薬 β 遮断剤 0901中止
TSU 2.5 TSU228 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾝｽｰﾍﾞﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 鶴原製薬・共和薬品工業 緩下剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾝｽｰﾍﾞﾝ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加

TSU TSU 260  TSU 260 TSU260 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/肌色 ｼﾞｱｲﾅﾐｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1･B6･B12複合剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｱｲﾅﾐｯｸｽ)
0804本体ｺｰﾄﾞ追加

TSU TSU261 10mg:10mg 糖衣錠 黄 無 ｼﾞｱﾉｲﾅﾐﾝ錠10mg ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｱﾉｲﾅﾐﾝ10)

TSU TSU263 12.5mg:12.5mg 糖衣錠 赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠12.5mg｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 鶴原製薬 冠循環改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠
(ﾂﾙﾊﾗ))

TSU TSU264 25mg:25mg 糖衣錠 赤橙 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25mg｢ﾂﾙﾊ
ﾗ｣

ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 鶴原製薬 冠循環改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠
S(ﾂﾙﾊﾗ))

TSU TSU265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｬﾝﾊﾞｰﾄﾞ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 鶴原製薬 高脂血症治療剤 中止
TSU TSU266 25mg:25mg 糖衣錠 類白 無 ｼｭﾗﾝﾀﾞｰ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 鶴原製薬 抗めまい剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｼｭﾗﾝﾀﾞｰ)
TSU TSU 268 TSU268 10mg 耳:ISDN

10mg
裸錠 白 無 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠(ﾂﾙﾊﾗ) 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 鶴原製薬 血管拡張剤 10中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ追

加 9612ｺｰﾄﾞ化
TSU 250 TSU270 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 C-ﾁｽﾃﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 鶴原製薬・日医工，日本

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
気道粘液調整･粘膜正常
化剤

1101本体ｺｰﾄﾞ追加

TSU TSU272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼｭﾗﾝﾀﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 鶴原製薬 脳循環代謝改善剤 99中止 900713収載
TSU TSU277 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 鶴原製薬 不整脈治療剤 0710商品名変更(前:ｼﾞｿﾋﾟ

ﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0209ﾋｰﾄ変更
TSU TSU 279 TSU279 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾊﾞｽﾀﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ

ﾛｷｻｼﾝとし
鶴原製薬 広範囲経口抗菌剤 020705収載

TSU TSU 280 TSU280 10mg:10mg 裸錠 白 無 ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 鶴原製薬 消炎･出血抑制酵素剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ10)

TSU TSU281 30mg:30mg 裸錠 白 無 ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 鶴原製薬 消炎･出血抑制酵素剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ)

TSU TSU 282 TSU282 90mg 裸錠 白 無 ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 鶴原製薬 消炎･出血抑制酵素剤 0806商品名変更(前:ｽｶ
ﾉｰｾﾞﾘﾝ90)
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TSU TSU 292 TSU292 125mg:125mg 裸錠 白 無 ｽｰﾙｷｯﾄ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 鶴原製薬 筋緊張性疼痛性疾患治
療剤

1011本体ｺｰﾄﾞ追加

TSU TSU 293 TSU293 250mg:250mg 裸錠 白 無 ｽｰﾙｷｯﾄ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 鶴原製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
TSU TSU 295 TSU295 100mg：100mg 裸錠 黄 有 ｽｶﾉｰﾘﾝ錠 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 鶴原製薬 消炎鎮痛剤 0808中止
TSU TSU296 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾌｪﾝ錠100mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 100mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 10中止 920710収載
TSU TSU 301 TSU301 2mg:2mg 裸錠 白 有 ｾｴﾙｶﾑ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 鶴原製薬 抗不安剤 9401本体ｺｰﾄﾞ化
TSU TSU 302 TSU302 5mg 裸錠 黄 有 ｾｴﾙｶﾑ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 鶴原製薬 抗不安剤 02頃本体ｺｰﾄﾞ追加
TSU TSU 303 TSU303 10mg：10mg 裸錠 青 有 ｾｴﾙｶﾑ錠10 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 鶴原製薬 抗不安剤
TSU TSU305 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾｴﾙﾐｰﾄ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 鶴原製薬 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｴﾙﾐｰﾄ錠)
TSU TSU309 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｴﾙｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 鶴原製薬 胃粘膜病変･胃潰瘍治療

剤
9607中止 960705収載

TSU TSU 321 TSU321 400mg:400mg 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｱﾄﾛﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 鶴原製薬 抗ｳｲﾙｽ剤 0804中止 020705収載
TSU TSU 341 TSU341 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ

ﾌﾟﾘﾑ
鶴原製薬 合成抗菌剤 0908商品名変更(前:ﾀﾞｲ

ﾌｪﾝ)
TSU TSU342 糖衣錠 白 無 ﾀｯｸﾐﾝﾄ 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 鶴原製薬 虚血性心疾患治療剤 10中止
TSU TSU344 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾌｪﾘﾝL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 鶴原製薬 持続性脳微小循環改善 9909中止 980710収載
TSU TSU360 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｽｹﾞﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 鶴原製薬 消炎鎮痛剤 中止
TSU TSU361 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾁｽｹﾞﾛｰﾙ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 鶴原製薬 組織呼吸賦活剤 9601中止 940708収載
TSU TSU362 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｽﾃﾅｰﾙS ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 9604薬価削除
TSU TSU 367 TSU367 裸錠 白 有 ﾁｽﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 鶴原製薬 催眠･鎮静剤 9610ﾋｰﾄ記号化 9402本

体ｺｰﾄﾞ化
TSU TSU 368 TSU368 10mg:10mg 裸錠 白 有 ﾁｽﾎﾞﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 鶴原製薬 催眠･鎮静剤 94本体ｺｰﾄﾞ化
TSU TSU 379 TSU379 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾁｽﾀﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 鶴原製薬 β 受容体遮断剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾁｽﾀﾛｰﾙ錠)
TSU TSU 380 TSU380 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｽﾀﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 H2受容体遮断剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾁｽﾀﾒｯﾄ錠)
TSU TSU 382 TSU382 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｽﾀﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 鶴原製薬 H2受容体遮断剤 0905発売
TSU TSU382 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｽﾃﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ

ｾﾞ単位
鶴原製薬 血管代謝改善剤 9404中止 900713収載

TSU TSU 383 TSU383 100mg:100mg 裸錠 白 有 ﾁﾙﾐﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 鶴原製薬 気管支拡張剤 9401本体ｺｰﾄﾞ化 920710
収載

TSU TSU384 50mg：50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾁﾙﾐﾒｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 鶴原製薬 不整脈用剤 0305ﾋｰﾄ変更

TSU TSU385 100mg：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾁﾙﾐﾒｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 鶴原製薬 不整脈用剤 0306ﾋｰﾄ変更
TSU TSU388 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾒﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 鶴原製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 980710収載
TSU TSU401 糖衣錠 白 無 ﾂﾙｾﾙﾋﾟ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9707中止
TSU TSU407 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 ﾂﾙﾋﾟﾈｰﾄ 鶴原製薬 神経性胃腸疾患治療剤 0305ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ追加
TSU TSU 411 TSU411 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾂﾙｾﾋﾟﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 鶴原製薬 循環器官用剤 0009本体記号追加

900713収載
TSU TSU412 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙｾﾋﾟﾝ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 鶴原製薬 循環器官用剤 900713収載
TSU TSU 415 TSU415 裸錠 薄紅 有 ﾂﾙﾒﾘﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 鶴原製薬 鎮痛･抗炎症・解熱剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾂﾙﾒﾘﾝ錠)
TSU 150 TSU416 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙﾃﾞｯｸ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして）
鶴原製薬・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ，商品名変更

に伴い(新:ﾂﾙﾃﾞｯｸ錠
150mg) 010706収載

TSU 75 TSU417 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙﾃﾞｯｸ75mg錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

鶴原製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載

TSU 150 TSU418 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾂﾙﾃﾞｯｸ錠150mg 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg（ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして）

鶴原製薬・ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ H2受容体拮抗剤 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更 0606
商品名変更(前：ﾂﾙﾃﾞｯｸ

TSU D7 TSU430 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾑﾅｯﾄ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 鶴原製薬 精神安定剤 0106本体記号追加
920710収載

TSU TSU 431 TSU431 1mg 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾄﾘﾈﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 鶴原製薬 筋緊張緩和剤 02頃本体ｺｰﾄﾞ追加
980710収載

TSU TSU432 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/橙 ﾃﾞﾑﾅﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 鶴原製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞﾑﾅﾛﾝｶﾌﾟｾ

TSU TSU442 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｯﾌﾟｵｰﾅﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 鶴原製薬 抗痙縮剤 0709中止
TSU TSU443 糖衣錠 黄 無 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ錠(ﾂﾙﾊﾗ) ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 鶴原製薬 降圧利尿剤 00以前に中止
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TSU TSU444 糖衣錠 黄 無 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝS錠(ﾂﾙﾊﾗ) ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 鶴原製薬 降圧利尿剤 9601中止
TSU TSU445 0.25mg：0.25mg 裸錠 白 有 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg「TSU」 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 鶴原製薬 睡眠導入剤 040709収載
TSU TSU461 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｵﾘｰｾﾞ錠5mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 鶴原製薬 精神安定剤 920710収載
TSU TSU462 30mg 裸錠 白 有 ﾅｵﾄﾞﾘｰﾙ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 鶴原製薬 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
0602中止

TSU TSU463 60mg 裸錠 白 有 ﾅｵﾄﾞﾘｰﾙ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 鶴原製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

中止 940708収載

TSU TSU520 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾈﾙｶﾞｰﾄ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 鶴原製薬 不眠症治療剤 0803中止
TSU TSU560 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾊﾞﾅﾘﾝﾄｯﾌﾟ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 鶴原製薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9601中止
TSU TSU 562 TSU562 6mg:6mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘｱﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 鶴原製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ めまい・平衡障害治療剤 1004本体ｺｰﾄﾞ追加

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘｱﾝ錠)

TSU TSU563 30mg:30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ錠30mg ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 鶴原製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ30)

TSU TSU564 60mg:60mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ錠60mg ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 鶴原製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾙﾄｯｸｽ60)

TSU TSU567 50mg:50mg 糖衣錠 白 無 γ -ﾊﾟﾙﾄｯｸｽﾝ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 鶴原製薬 高脂質血症治療剤･自律
神経機能調整剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:γ -ﾊﾟﾙﾄｯｸｽﾝ
50)

TSU TSU 569 TSU569 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠1.5mg｢ﾂﾙﾊ
ﾗ｣

ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 鶴原製薬 精神障害治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠
(ﾂﾙﾊﾗ))

TSU TSU573 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾄﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 9601中止 900713収載
TSU TSU 574 TSU574 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾌﾛｷｻｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 鶴原製薬 広範囲経口抗菌剤 9903本体ｺｰﾄﾞ追加(TSU

574) 970711収載
TSU TSU 575 TSU575 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞﾌﾛｷｻｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 鶴原製薬 広範囲経口抗菌剤 9812本体ｺｰﾄﾞ追加(TSU

575) 970711収載
TSU TSU 577 TSU577 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾄﾈｰﾙ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 鶴原製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0503中止 030704収載
TSU TSU 578 TSU 578 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾙﾄﾈｰﾙ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 鶴原製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0607中止 030704収載
TSU TSU580 5mg:5mg 糖衣錠 橙黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠(ﾂ
ﾙﾊﾗ))

TSU TSU 584 TSU584 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟﾁｵﾛｰﾙ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 鶴原製薬 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾁｵﾛｰﾙ)

TSU TSU585 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟｵﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 900713収載
TSU TSU586 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟｵﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 920710収載
TSU TSU600 糖衣錠 白 無 ﾌｧｲﾌﾞﾆﾝ-B 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 鶴原製薬 鎮痙鎮痛剤 9610中止
TSU TSU602 糖衣錠 白 無 ﾌｫﾘｸﾛﾝ ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
鶴原製薬 消化器機能異常治療剤

TSU TSU604 80mg：80mg 糖衣錠 緑 無 ﾌｫﾘﾋﾟﾛﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 鶴原製薬 膵・胆道・尿路系鎮痙剤 0511中止
TSU TSU605 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｫﾘﾗｰﾄ錠 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 持続性脳循環改善剤 99中止 940708収載
TSU TSU607 裸錠 白 有 ﾌｫﾘﾛﾝﾄ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 鶴原製薬 利尿剤 10中止
TSU TSU609 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽﾌｫﾘﾛﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 鶴原製薬 鎮痙剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾞｽﾌｫﾘﾛﾝ)
TSU TSU610 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡肌/淡肌 ﾌﾚｻﾞﾆﾑ ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 100mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 0201中止 9705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
TSU TSU611 糖衣錠 橙 無 ﾌﾚｻﾞﾘﾆﾝ ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 鶴原製薬 強心剤 9803中止
TSU TSU614 20mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠(ﾂ

ﾙﾊﾗ)
ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 鶴原製薬 肝臓疾患用剤 0305頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載

TSU TSU616 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚｻﾞﾆｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 鶴原製薬・わかもと製薬 脳循環代謝改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾚｻﾞﾆｰﾙ錠)

TSU F20 TSU617 25mg 裸錠 白 有 ﾌｫﾘﾝｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 鶴原製薬 M1受容体遮断剤 0905中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｫﾘ
ﾝｾﾞﾋﾟﾝ錠)

TSU TSU 618 TSU618 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｯｺﾗｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 鶴原製薬 高脂血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｯｺﾗｰﾄ錠)

TSU TSU619 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｫﾘﾛﾐﾝ錠50 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 鶴原製薬 非ｲｵﾝ型鉄製剤 0209ﾋｰﾄ変更
TSU TSU623 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌｫﾘﾒｼﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 消化管運動改善剤 960705収載
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TSU TSU624 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｫﾘｸﾛﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ
ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし

鶴原製薬 消化管機能異常治療剤 980710収載

TSU TSU625 81 裸錠 淡橙 無 ﾌｧﾓﾀｰ錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 鶴原製薬 小児用解熱鎮痛剤 0010中止 0003承継(堀田
薬品合成より)

TSU TSU625 81mg:81mg 二層錠 淡橙 無 ﾌｧﾓﾀｰ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 鶴原製薬・ﾏｲﾗﾝ製薬 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｧﾓﾀｰ81mg

TSU TSU 641 TSU641 30mg 裸錠 白 無 ﾍﾏﾚｷｰﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 鶴原製薬 Ca拮抗剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾏﾚｷｰﾄ錠)

TSU TSU645 10mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾗﾎﾙﾃﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 鶴原製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾗﾎﾙﾃﾝ)

TSU TSU646 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾍﾞﾘｰｱｯﾌﾟ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾗｰﾄ 100mg 鶴原製薬 脳･末梢血流改善剤 99中止
TSU TSU 647 TSU647 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾍﾟﾙﾁｽﾀﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 鶴原製薬 抗血小板剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
TSU TSU648 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾘｱﾄｰﾙSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 鶴原製薬 高脂血症治療剤 0708中止 000707収載
TSU TSU660 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾎﾞﾗﾎﾞﾐﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 鶴原製薬・ﾏｲﾗﾝ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛解

熱剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾗﾎﾞﾐﾝ錠)
0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

TSU TSU662 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾗﾎﾞﾗﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 鶴原製薬 頻尿治療剤 0908商品名変更(前:ﾎﾞﾗ
ﾎﾞﾗﾝ錠)

TSU TSU683 40mg:40mg 糖衣錠 黄 無 ﾏｺﾞﾁﾛﾝ錠40mg 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 鶴原製薬 虚血性心疾患・不整脈治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｺﾞﾁﾛﾝ)

TSU TSU684 1mg 錠 黄 有 ﾏｺﾞﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として）

鶴原製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0705中止

TSU 700 TSU700 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾄｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 鶴原製薬 抗血小板剤 0908商品名変更(前:ﾏｲﾄ
ｼﾞﾝ錠)

TSU TSU703 TSU703 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏｺﾞﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 鶴原製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ﾏｺﾞﾁ
ﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ)

TSU TSU 730 TSU730 15mg:15mg 裸錠 白 有 ﾑｺｱｽﾄﾏﾘ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 鶴原製薬 気道潤滑化去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｱｽﾄﾏﾘ錠)

TSU TSU740 2mg 糖衣錠 淡青 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠2(ﾂﾙﾊﾗ) ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 鶴原製薬 抗不安剤
TSU TSU741 糖衣錠 淡緑 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5(ﾂﾙﾊﾗ) ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 鶴原製薬 抗不安剤
TSU TSU742 糖衣錠 緑 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠10(ﾂﾙﾊﾗ) ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 鶴原製薬 抗不安剤 0012中止
TSU 15mg TSU743:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢

TSU｣
ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 鶴原製薬 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2

剤
090515収載

TSU TSU745 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠(ﾂﾙﾊﾗ)125 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 125mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9610ｺｰﾄﾞ化
TSU TSU746 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠(ﾂﾙﾊﾗ)250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 鶴原製薬 血圧降下剤 9703ﾋｰﾄ変更
TSU TSU751 500μ g：500μ g 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500(ﾂﾙﾊﾗ) ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 鶴原製薬･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤
TSU TSU 752 TSU752 3mg:3mg 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣ ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 鶴原製薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠(ﾂﾙ
ﾊﾗ))

TSU TSU 755 TSU755 10mg 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞｽﾛﾘﾝ10mg錠 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 鶴原製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧品名(0607迄)，商品名
変更に伴い(新:ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg錠｢ﾂﾙﾊ

TSU TSU 756 TSU756 5mg:5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠5mg｢
ﾂﾙﾊﾗ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 鶴原製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

050708収載

TSU TSU 757 TSU757 10mg:10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg
｢ﾂﾙﾊﾗ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 鶴原製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

060707収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾊﾞｽﾛﾘﾝ10mg
錠)

TSU TSU800 100mg:100mg 糖衣錠 橙 無 ﾕﾍﾞ-E錠100mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞ-E.100)

TSU TSU802 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾕﾍﾞ･Qｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 鶴原製薬 代謝性強心剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞ･Q)

TSU TSU804 10mg 糖衣錠 黄 無 ﾕﾍﾞ･Q錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 鶴原製薬 代謝性強心剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞ･Q10)

TSU R9 TSU840 25mg:25mg 裸錠 淡橙 有 ﾗｸﾃﾞｰﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 鶴原製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｸﾃﾞｰﾝ)

TSU TSU841 糖衣錠 黄 無 ﾗﾝｸ錠25 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg 鶴原製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 中止
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TSU TSU843 100mg:100mg 糖衣錠 白 無 ﾗﾝﾃﾞｰﾙﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 鶴原製薬 解毒剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾃﾞｰﾙﾁｵﾝ

TSU TSU844 100mg 糖衣錠 白 無 ﾗﾝﾃﾞｰﾙﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 鶴原製薬 解熱鎮痛消炎剤 0706中止
TSU TSU 861 TSU861 20mg:20mg 裸錠 橙黄 有 ﾘﾎﾞﾋﾞｽ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 鶴原製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症用剤･ﾋﾞ

ﾀﾐﾝB2製剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｽ錠)

TSU TSU863 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ-10)

TSU TSU864 20mg:20mg 糖衣錠 黄 無 ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ-20)

TSU TSU865 30mg:30mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 鶴原製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ-30)

TSU TSU866 12mg:12mg 糖衣錠 桃 無 ﾘﾀｾﾝﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

鶴原製薬 緩下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾀｾﾝﾄﾞ)

TSU TSU 902 TSU902 裸錠 白 無 ﾚｽﾎﾟﾘﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞｻｲｸﾛﾐﾝ 10mg 鶴原製薬 鎮痛･鎮痙剤(胃潰瘍，胃
炎，胆石症等)

0411中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ
追加

TSU TSU904 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾎﾙﾃ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 鶴原製薬 精神神経安定剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾎﾞﾎﾙﾃ錠)

TSU TSU905 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚｽﾎﾟﾘｰﾄ錠100mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg 鶴原製薬 α β 遮断剤 920710収載
TSU TSU906 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚｽﾎﾟﾘｰﾄ錠50mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 鶴原製薬 α β 遮断剤 920710収載
TSU TSU920 4mg:4mg 糖衣錠 白 無 ﾛｲﾏｶｰﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 鶴原製薬 筋異常緊張緩解剤 10中止 02ｺｰﾄﾞ化
TSUO TSU018 20mg：20ｍｇ 腸溶性糖衣錠 赤 無 ｱﾃﾈﾝ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 鶴原製薬 ATP腸溶錠 0612中止
TSURUHAR
A

030 L20:Tsuruhara ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾃﾈﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 鶴原製薬-科研製薬 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄ （02頃迄） 0109本
体ｺｰﾄﾞ追加 920710収載

TSYK TSYK T.Y.K. 5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(TYK) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大正薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9504中止
TSYK TSYK TYK22 裸錠(長円形) 赤黄 有 ｸﾛﾝｷﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 大正薬品工業 筋弛緩剤 9010中止
TSYK TSYK TYK64 裸錠(長円形) 灰褐 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠･250mg ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大正薬品工業 合成抗菌剤 9210中止
TT SW-139 SW-139:SW-TT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9510中止 900713収載
TT t T1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠

75mg｢ﾀｲﾖｰ｣
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TT TT 2 TT213SV 裸錠 淡桃 有 ﾃﾞﾙﾄｲﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 進化製薬 降圧利尿剤 9603中止
TT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾄﾉｰﾙ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ

ﾝ錯化合物
5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 胃潰瘍治療剤 0012中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96社
名，色変更

TT t T7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TT KB TT1 TT10 裸錠 白 無 ﾃﾗﾁｰﾑL10 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｶﾈﾎﾞｳ薬品 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

9807中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TT KB TT3 TT30 裸錠 白 無 ﾃﾗﾁｰﾑL30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TT KB TT9 TT90 裸錠 白 有 ﾃﾗﾁｰﾑL90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 消炎酵素･塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ製
剤

0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TT TT:252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ 50mg 田辺三菱製薬 抗甲状腺剤 0812商品名変更(前:ﾁｳﾗ
ｼﾞｰﾙ錠)

TTA T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠)

TTF SW 352 SW-352 50mg：50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾄﾌｨｽ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 自律神経調整剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾌｨｽ錠) 0304
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-TTF)削除

TTIO 132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍，胃炎，慢性
肝疾患治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708
収載

TTLD TLD 100mg  TLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

141 / 225 ページ



TTM T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TTM T M 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0904色変更(赤み･黄みと
もに強い淡橙→赤み･黄
みともに弱い淡橙) 0702
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TTM TTM-50 耳:TTM-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｯﾌﾟ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-三菱東京製薬 抗悪性腫瘍剤 0011中止
TTM TTM-100 耳:TTM-100

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｯﾌﾟ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬-三菱東京製薬 抗悪性腫瘍剤 0011中止

TTP TTP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾀｲﾄｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 9000ﾁﾛｼﾞﾝ
単位

大洋薬品工業 消炎酵素剤 96中止

TTRL TRL 100mg  TRL 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0806商品名変更(前:ﾘｻﾞﾓ
ﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ)，ｺｰﾄﾞ変更

TTS TTS-101 裸錠 白 有 ﾋﾟﾘﾁﾙﾛﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 高田製薬 めまい･平衡障害治療剤 9007中止
TTS TTS-103 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤褐/淡黄 ﾄﾘﾀﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 高田製薬 胆･膵痙攣緩解剤 9305中止
TTS TTS-105 裸錠 白 有 ﾊﾟｷｿﾅｰﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 高田製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄ(0308迄) 新らしい

SPﾋｰﾄには商品名記載，
記号削除

TTS TTS-107 100mg 裸錠 白 有 ｻﾘﾁﾙﾛﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 高田製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0706中止
TTS TTS-110 1mg 裸錠 白 有 ﾃﾙｷﾞﾝG錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 高田製薬・ﾏﾙﾎ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾙｷﾞﾝG錠)
TTS TTS 112 TTS-112 1mg 裸錠 白 無 ｱｽﾞﾄﾚﾑ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 高田製薬 持続性心身安定剤 970711収載
TTS TTS 113 TTS-113 2mg 裸錠 薄橙 有 ｱｽﾞﾄﾚﾑ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 高田製薬 持続性心身安定剤 970711収載
TTS TTS-114 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾄﾞﾅｲﾄﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 高田製薬 抗めまい剤 9404中止
TTS TTS 115 PST:TTS-115 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾟｽﾀﾙ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 高田製薬 骨粗鬆症治療剤 9902中止 960705収載
TTS TTS 118 TTS-118 裸錠 白～微黄白 無 ﾀｶﾋﾟﾛﾝ錠 ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 高田製薬 解熱鎮痛消炎剤 9010中止
TTS TTS 121 TTS-121 裸錠 白 有 ﾀﾞｸﾞﾌｧｲﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 高田製薬 解熱鎮痛消炎剤 9404中止
TTS TTS-124 TTS-124 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽﾎﾟｰﾗｶﾌﾟｾﾙ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 高田製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1009中止 980710収載
TTS TTS-125 TTS-125 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽﾎﾟｰﾗｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 高田製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1009中止 980710収載
TTS TTS 130 TTS-130 0.5mg 裸錠 白 無 ｱｽﾞﾛｹﾞﾝ錠0.5 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 高田製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ
TTS TTS 131 TTS-131 1mg 裸錠 白 有 ｱｽﾞﾛｹﾞﾝ錠1.0 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 高田製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽﾞﾛｹﾞﾝ錠)
TTS TTS133 TTS-133 250mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾋﾟﾘｵﾅﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 高田製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 0706中止
TTS U2.5 TTS-144 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
赤褐 有 ｱｯﾌﾟﾉｰﾙB錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして)
高田製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売

元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

TTS 10 TTS-150 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 920710収載
TTS 25 TTS-151 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 920710収載
TTS 50 CRM50:TTS-152 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 920710収

載
TTS 50 TTS-152 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬 四環系抗うつ剤 0904販売再開，販売元変

更に伴い(前:塩野義製薬)
TTS TF 25 TTS-156 25mg:25 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

25mg｢ﾀｶﾀ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

TTS TF 50 TTS-157 50mg:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢ﾀｶﾀ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TTS TF 75 TTS-158 75mg:75 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢ﾀｶﾀ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 高田製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TTS TTS 170 TTS-170 200mg 裸錠 白 有 ｱﾄﾐﾌｪﾝ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 高田製薬 解熱・鎮痛剤 050708収載
TTS TTS 172 TTS-172 5mg:5mg 裸錠 淡黄白 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 高田製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
TTS TTS 173 TTS-173 10mg:10mg 裸錠 淡黄白 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 高田製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
TTS TTS 176:1 TTS-176 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 高田製薬 抗精神病剤 080704収載
TTS TTS 177:2 TTS-177 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 高田製薬 抗精神病剤 080704収載
TTS TTS 178:3 TTS-178 3mg:3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 高田製薬 抗精神病剤 080704収載
TTS S 25 TTS-190 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬 統合失調症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売

元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

142 / 225 ページ



TTS S 50 TTS-191 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 高田製薬 統合失調症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

TTS S 100 TTS-192 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 高田製薬 統合失調症治療剤 091113収載
TTS TTS-201 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾒﾆﾀｰｾﾞF 高田製薬 消化酵素剤 9503中止
TTS TTS-203 裸錠 白 有 ｴｽﾃﾙｼﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 高田製薬 低血圧治療剤 9308中止
TTS TTS 205 TTS-205 裸錠 白～微帯黄 有 ｾﾀﾞﾄﾛﾐﾝ錠25 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 高田製薬 脳血流促進剤 9007中止
TTS TTS-206 裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾄﾛﾐﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 高田製薬 脳血流促進剤 9007中止
TTS TTS-207 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｾﾀﾞﾄﾛﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 高田製薬 脳血流促進剤 9311中止
TTS TTS-210 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ｢ﾀｶﾀ｣ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 高田製薬 動脈硬化用剤 9010中止
TTS TTS 211 裸錠 白 有 ｴﾙﾄﾞﾊﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 高田製薬-塩野義製薬 血圧降下剤 0111中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

TTS TTS-215 12mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗｷｿﾛﾝ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

高田製薬 緩下剤 0710中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾗｷｿ
ﾛﾝS錠)

TTS TTS 216 FLR:TTS-216 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明(淡白ｼｰﾙ)

ﾌﾙﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 高田製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 920710収
載

TTS TTS 216 TTS-216 2.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明(淡白ｼｰﾙ)

ﾌﾙﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 高田製薬 緩下剤 0104中止 97ﾋｰﾄ変更

TTS T 裸錠 白 無 ｱﾗﾈﾄﾘﾝ錠50mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 50mg 高田製薬 胃･十二指腸潰瘍治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾗﾈﾄﾘﾝ錠)
0306ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(TTS-217)
削除

TTS TTS-220 25mg 糖衣錠 淡緑 無 ﾀｶﾍﾞﾝｽ錠25mg ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ 25mg 高田製薬 軟部腫脹治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀｶﾍﾞﾝｽ錠)

TTS TTS-221 糖衣錠 青 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾀｶﾀ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 高田製薬 不整脈治療剤 9009中止
TTS TTS-223 軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明 ﾘﾎﾑﾁﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 高田製薬 胃･十二指腸潰瘍治療剤 8910中止
TTS TTS 226 TTS-226 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐透明/褐透

明
ｴｲﾖﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 高田製薬 高脂血改善･抗動脈硬化

剤
9107中止

TTS TTS-228 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞﾁｺｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 高田製薬 高脂質血症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾊﾞﾁｺｰﾙP錠)
920710収載

TTS TTS 231 TTS-231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄赤 有 ｴﾏﾍﾞﾘﾝ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 0711中止 0301ﾋｰﾄ裏記
号（TTS-231）追加

TTS T20 MLC20:TTS-233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 900713収
載

TTS T20 TTS-233 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ変更
TTS T10 TTS-234 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾙｶｯﾌﾟｽ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 高田製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止
TTS TTS-235:TTS-235 裸錠 白 無 ｻｲﾃﾗｽ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 高田製薬-日本化薬 前立腺肥大症･前立腺癌

治療剤
0110中止

TTS TTS 240 LSR:TTS-240 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白/微黄
白

ﾛｰｾﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 高田製薬 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 920710収
載

TTS TTS 240 TTS-240 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白/微黄
白

ﾛｰｾﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 高田製薬 止瀉剤 0106中止 97ﾋｰﾄ変更

TTS TTS-243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾕﾙｶｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 高田製薬 微小循環改善剤 9404中止
TTS TTS-248 糖衣錠 白 無 ﾀｶｷｻﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 高田製薬 冠循環増強剤 9305中止
TTS TTS 250 TTS-250 4mg 裸錠 白 有 ﾚﾅﾋﾟﾘﾝ錠 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg 高田製薬 気管支拡張剤 0110中止
TTS TTS 253 TTS-253 2.5mg：2.5mg 裸錠 白 有 ﾎﾟﾙﾎﾞﾉｰﾙ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg ﾛｰﾏﾝ工業-高田製薬 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾟﾙﾎﾞﾉｰﾙ錠)
TTS TTS 259 TTS-259 150mg 裸錠 薄橙 有 ｲｿﾌﾟﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 高田製薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 中止
TTS TTS 261 TTS-261 25mg 裸錠 淡緑 有 ｷｯｶﾙｼﾞﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 1009中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ｷｯｶ
ﾙｼﾞﾝ錠)

TTS TTS 264 15mg TTS-264 15mg:15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
ﾀｶﾀ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 高田製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

TTS TTS 265 30mg TTS-265 30mg:30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
ﾀｶﾀ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 高田製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載

143 / 225 ページ



TTS T 50 TTS-267 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 高田製薬 抗狭心症剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

TTS T100:+ TTS-268 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 高田製薬 抗狭心症剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

TTS 200 TTS-271 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｶﾐｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 高田製薬 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀｶﾐｼﾞﾝC錠
200mg) 9406本体刻印
900713収載

TTS TTS-272 400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾀｶﾐｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 高田製薬 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀｶﾐｼﾞﾝC錠
400mg) 900713収載

TTS E 50 TTS-275 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｱﾍﾞｰｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 高田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(090925ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯ
ﾄ錠50mg｢ﾀｶﾀ｣に変更)
050708収載

TTS E 50 TTS-275 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 高田製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｱﾍﾞｰｽ錠
50mg)

TTS TTS277 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾝｸﾞｽﾀﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 高田製薬-日本化薬 虚血性心疾患･脳血管障
害改善剤

0005頃中止

TTS T-31 5 TTS-280 5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

TTS T-31 10 TTS-281 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

TTS T-31 15 TTS-282 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬 高血圧･狭心症治療剤 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

TTS TTS 285 TTS-285 5mg:5mg 裸錠 白 有 ｲｽﾊｰﾄ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 高田製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｽﾊｰﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 0310社名
変更

TTS 5mg  TTS 287 5:TTS-287 5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 高田製薬 本態性高血圧症治療剤 1004ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前：塩野義製薬)

TTS 15mg  TTS 288 15:TTS-288 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 高田製薬 本態性高血圧症治療剤 1004ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前：塩野義製薬)

TTS TTS 300 TTS-300 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾀｶﾅﾙﾐﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 高田製薬 高尿酸血症治療剤 101119収載
TTS TTS 301 TTS-301 100mg 裸錠 白～微帯黄

白
有 ﾀｶﾅﾙﾐﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 高田製薬 高尿酸血症治療剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀｶﾅﾙﾐﾝ錠)
TTS 1 TTS-308 裸錠 白 無 ﾌﾛｷﾞﾁｰﾑ錠1号 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 高田製薬 消炎酵素剤 8912中止
TTS 3 TTS-309 裸錠 白 無 ﾌﾛｷﾞﾁｰﾑ錠3号 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 高田製薬 消炎酵素剤 8912中止
TTS DCT 25 25:TTS-318 25 糖衣錠 白 無 ｼﾞｾﾀﾐﾝ錠25 塩酸ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ

ｱﾐﾝとして]
高田製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 1004ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(前：塩野義製薬)
TTS TTS 321 50：TTS321 50 裸錠 白 無 ｴｸﾊﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬･塩野義製薬 抗血小板剤

等
TTS TTS 322 100:TTS322 100 裸錠 白 無 ｴｸﾊﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 高田製薬･塩野義製薬 抗血小板剤
TTS TTS 325 TTS-325 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 高田製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
TTS TTS-330 300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ｼｰﾚｰﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 高田製薬 EPA製剤 03頃中止 980710収載

TTS TTS 331:0.2 TTS-331 0.2mg:0.2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

TTS TTS 332:0.3 TTS-332 0.3mg:0.3mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

TTS TTS-334 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾐｸﾘﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 高田製薬-杏林製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9401中止
TTS TTS-337 30mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｴｰｼｰｺｰﾙ錠30mg ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ

ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
30mg 高田製薬 血管強化･止血剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｰｼｰｺｰﾙ錠)
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TTS TTS 350 TTS-350 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ｼﾞｬﾐｰﾙ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢ﾀｶﾀ｣にへ変更)
050708収載

TTS TTS 350 TTS-350 0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｬﾐｰﾙ錠
0.2mg)

TTS TTS 351 TTS-351 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｼﾞｬﾐｰﾙ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg「ﾀｶﾀ｣に変更)
050708収載

TTS TTS 351 TTS-351 0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 高田製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｬﾐｰﾙ錠
0.3mg)

TTS TTS 354 50mg 50：TTS354 50 ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾐｺｼｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 深在性真菌症治療剤 030704収載
TTS TTS 355 100mg 100：TTS355 100 ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾐｺｼｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 高田製薬-塩野義製薬 深在性真菌症治療剤 030704収載
TTS P 10 TTS-370 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg

｢ﾀｶﾀ｣
塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠10)
TTS P 10 TTS-370 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 旧品名(090925ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ

塩酸塩錠10mg｢ﾀｶﾀ｣に変
更) 050708収載

TTS P 20 TTS-371 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠20mg
｢ﾀｶﾀ｣

塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠20)

TTS P 20 TTS-371 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾎﾟﾗｰﾘﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 高田製薬 尿失禁・頻尿治療剤 旧品名(090925ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀｶﾀ｣に変
更) 050708収載

TTS TTS 372:2.5 TTS-372 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

高田製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

TTS TTS 373:5 TTS-373 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

高田製薬 持続性Ca拮抗薬 080704収載

TTS TTS 400 TTS-400 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 高田製薬･ﾏﾙﾎ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

TTS TTS 401 TTS-401 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ｶﾀ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 高田製薬･ﾏﾙﾎ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

TTS TTS 411 TTS-411 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TTS TTS 412 TTS-412 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TTS TTS 414 TTS-414 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TTS TTS 415 TTS-415 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 高田製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TTS TTS 502:50 TTS-502 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ﾀｶﾀ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 高田製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

TTS TTS 503:100 TTS-503 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ﾀｶﾀ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 高田製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 100528収載

TTS TTS 510 TTS-510 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢ﾀ
ｶﾀ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾀﾞｲﾄ-高田製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TTS TTS 511 TTS-511 2mg:2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ｶﾀ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾀﾞｲﾄ-高田製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TTS TTS 512 TTS-512 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ｶﾀ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾀﾞｲﾄ-高田製薬 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TTS TTS 520 TTS-520 1mg:1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 高田製薬 抗精神病剤 091113収載

TTS TTS 521 TTS-521 2mg:2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 高田製薬 抗精神病剤 091113収載

TTS TTS 522 TTS-522 3mg:3mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 高田製薬 抗精神病剤 091113収載

TTS TTS 570:1 TTS-570 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾀｶﾀ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 高田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載
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TTS TTS 571:3 TTS-571 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾀｶﾀ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 高田製薬 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

TTS TTS 592 0.5:TTS-592 0.5 裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 高田製薬 痛風治療剤 100401商品名変更，塩野
義製薬からの承継に伴い
(前:ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ｼｵﾉ
ｷﾞ｣)，ｺｰﾄﾞ変更

TTS TTS-601 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾｺﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 高田製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 8907中止
TTS TTS 607 TTS-607 裸錠 黄～橙 有 ﾌｪﾆﾗﾄﾛﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 高田製薬 代謝性強心剤 9007中止
TTS TTS 612 TTS-612 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾋﾞｵﾅｸﾘﾝCｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 高田製薬-杏林製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9401中止
TTS TTS-615 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ﾆﾗﾐﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 高田製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9107中止
TTS TTS-617 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ﾀｶｽﾉﾝ錠200 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 高田製薬 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ製剤 0706中止

TTS TTS 620 TTS-620 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ﾀｶﾄﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 高田製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9311中止
TTS TTS 626 TTS-626 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾛｻｲﾙCｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 高田製薬 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 9410中止 900713収載
TTS m 50 TTS-635 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠小児用

50mg｢ﾀｶﾀ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 高田製薬･大原薬品工

業，塩野義製薬
ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

TTS m 200 TTS-636 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｶ ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 高田製薬･大原薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
TTS C 50 TTS-651 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｸｰﾍﾟﾗｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 高田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 900713収載
TTS C 100 TTS-652 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｸｰﾍﾟﾗｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 高田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 900713収載
TTS TTS 655 TTS-655 50mg 裸錠 帯黄白～黄 無 ｲﾄﾗｺﾈｰﾄ錠50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬 経口抗真菌剤 1009中止 050708収載
TTS TTS 656 TTS-656 100mg:100mg 裸錠(長円形) 帯黄白～黄 有 ｲﾄﾗｺﾈｰﾄ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 高田製薬 経口抗真菌剤 1009中止 070706収載
TTS n r TTS-660 125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
高田製薬･ﾏﾙﾎ ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

TTS TTS 710:2.5 TTS-710 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

高田製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

TTS TTS 711:5 TTS-711 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾀｶﾀ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

高田製薬 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

TTS TTS 733 TTS-733 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

高田製薬 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

TTS TTS1981 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾄﾞﾗﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 高田製薬 解熱鎮痛消炎剤 8905中止
TTS TTS 1991 10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙﾐﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 高田製薬-日本化薬 鎮痙剤，胃･十二指腸潰

瘍治療剤
0107中止

TTS TTS2981 裸錠 白 無 ｱﾗﾈﾄﾘﾝ錠 ｱﾙｼﾞｵｷｻ 50mg 高田製薬-日本化薬 胃･十二指腸潰瘍治療剤 0011中止
TTS TTS 2991 糖衣錠 白 無 ﾊﾞｽﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 高田製薬-日本化薬 虚血性心疾患治療剤 9604中止
TTSV TT 2 TT213SV 裸錠 淡桃 有 ﾃﾞﾙﾄｲﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 進化製薬 降圧利尿剤 9603中止
TTX T X 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧品名(0911ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞ

ﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更) 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TTX T X 裸錠 白 有 ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ塩酸塩錠
2mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0911商品名変更(前:ｽﾄﾌﾞ
ﾗﾝ錠)

TTZ T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 0712ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

TU TU 0.125mg：0.125mg TU 糖衣錠 茶 無 ﾒﾃﾙｷﾞﾝ錠0.125mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 子宮収縮止血剤 1012本体ｺｰﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ
若干変更

TU Tu 糖衣錠 淡緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾀﾂﾐ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 辰巳化学 不整脈治療剤 9912中止
TU Tu 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾛﾚﾝﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 辰巳化学 狭心症･不整脈治療剤 96中止
TU Tu 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾛﾚﾝﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ｢25｣ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 辰巳化学 狭心症･不整脈治療剤 0112中止
TU Tu 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｴｽﾞﾊﾞｰﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 辰巳化学 胃炎･十二指腸潰瘍治療

剤
96中止

TU Tu ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸｰｾﾞﾝﾄ錠50mg 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 辰巳化学 α β 遮断性降圧剤 96中止
TU Tu 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｹﾞｰﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 辰巳化学 抗悪性腫瘍剤 97中止
TU SR:252 SR252 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ 50mg 白井松新薬 抗甲状腺剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9801

ﾋｰﾄ変更，商品名記載(ｶﾀ
TU Tu 裸錠 白 有 ﾋｷｾﾉﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 辰巳化学 中枢･末梢性筋異常緊張

緩解剤
9209中止

TU Tu 糖衣錠 黄 無 ﾌﾄﾅｼﾞｵﾝ錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 96中止
TU Tu 裸錠 白 有 ﾌﾙｼｯｸｽ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 辰巳化学 降圧利尿剤 96中止
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TU Tu 糖衣錠 淡赤褐 無 ﾌﾟﾙﾉｻｲﾄﾞ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 7.2mg 辰巳化学 便秘治療剤 旧ﾋｰﾄ
TU Tu 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/乳白 ﾌﾟﾚﾀｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 辰巳化学 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 96中止
TU Tu 糖衣錠 赤 無 ﾌﾟﾛｼﾝT.C錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 辰巳化学 強心配糖体製剤 9404中止
TU 糖衣錠 茶 無 ﾒﾃﾙｷﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
子宮収縮止血剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TU Tu 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾕｰﾎﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 辰巳化学 合成抗菌剤 9312中止
TU Tu 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ｢ﾀﾂﾐ｣30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 96中止
TU Tu ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｽﾚｽﾄ錠 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 辰巳化学 血圧降下剤 9211中止
TU OH 135 TU1:OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 940708収

載
TU Tu 005 Tu NR-005 裸錠(楕円形) 白 有 ﾈﾙﾛﾚﾝ錠｢5｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 催眠鎮静剤
TU Tu 010 Tu NR-010 裸錠(楕円形) 淡黄 有 ﾈﾙﾛﾚﾝ錠｢10｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 催眠鎮静剤
TU Tu 25 TU 25:TU 25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

25mg｢TCK｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 辰巳化学 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

TU Tu 50 TU 50:TU 50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢TCK｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 辰巳化学 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TU Tu 75 TU 75:TU 75 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢TCK｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 辰巳化学 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TU Tu 101 Tu101 200mg 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200「ﾀﾂﾐ」 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮痛・解熱剤 050708収載
TU TU 102 Tu102 100mg:Tu102

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100｢TCK｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 060707収載

TU Tu 108 Tu IF-100 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀﾂﾐ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･鎮
痛･解熱剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢
ﾀﾂﾐ｣)

TU TU 110:5 TU110 5:TU110 5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢TCK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
TU TU 111:10 TU111 10:TU111 10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢TCK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 080704収載
TU Tu 200 Tu AL-200:Tu AL-200 裸錠 白 有 ｱｲﾗｯｸｽ錠200mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 辰巳化学 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載，ﾋｰﾄ表裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TU Tu 201：10 Tu201 10：Tu201 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠10「ﾀﾂﾐ」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 辰巳化学 尿失禁・頻尿治療剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
TU Tu 202：20 Tu202 20：Tu202 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ錠20「ﾀﾂﾐ」 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 辰巳化学 尿失禁・頻尿治療剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
TU TU 203 Tu203 2mg:Tu203 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2｢

TCK｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 辰巳化学 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
060707収載

TU TU 205 Tu205 4mg:Tu205 4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4｢
TCK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 辰巳化学 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
060707収載

TU TU 206 Tu206 8mg:Tu206 8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8｢
TCK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 辰巳化学 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
060707収載

TU TU 211:2.5 TU 211 2.5 mg:TU211
2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢TCK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

辰巳化学 持続性Ca拮抗剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

TU TU 212:5 TU 212 5 mg:TU212 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢TCK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

辰巳化学 持続性Ca拮抗剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

TU TU 213 TU213 50mg:TU213 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢
TCK｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 辰巳化学・日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ
薬品

消化管運動賦活剤 080704収載

TU Tu 215 TU215 100mg:TU215
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢TCK｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

TU TU 218  TU 218 TU218 0.1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.1mg｢TCK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 辰巳化学 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

080704収載

TU TU 219  TU 219 TU219 0.2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢TCK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 辰巳化学 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

080704収載

TU TU 220:2.5 TU220 2.5mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
TCK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ
ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
080704収載

TU TU 221:5 TU221 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
TCK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ
ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
080704収載

TU TU 222:10 TU222 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
TCK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ
ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
080704収載

TU TU 223:1 TU223:TU223 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
TCK｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 辰巳化学 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載
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TU TU 224:2 TU224:TU224 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
TCK｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 辰巳化学 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TU TU 225:4 TU225:TU225 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
TCK｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 辰巳化学 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

TU TU 231:2.5 TU231 2.5:TU231 2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
TCK｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-辰巳化学 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗剤

091113収載

TU TU 232:5 TU232 5:TU232 5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
TCK｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-辰巳化学 高血圧症･狭心症治療
剤，持続性Ca拮抗剤

091113収載

TU Tu 236 Tu236 10mg:Tu236 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢TCK｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 辰巳化学 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

TU Tu 237 Tu237 20mg:Tu237 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢TCK｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 辰巳化学 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

TU Tu 301 Tu301 50：Tu301 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50「ﾀﾂﾐ」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 辰巳化学 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
050708収載

TU Tu305:15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
TCK｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 辰巳化学 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

TU TU306 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ300mg｢TCK｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg/包 辰巳化学 EPA製剤 080704収載

TU TU307 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ600mg｢TCK｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 600mg/包 辰巳化学 EPA製剤 080704収載

TU TU308 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ900mg｢TCK｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 辰巳化学 EPA製剤 080704収載

TU Tｕ 311 TU311 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢TCK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 辰巳化学 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TU Ｔｕ 312 TU312 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢TCK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 辰巳化学 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TU TU 372:1 TU372 1mg:TU372 1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢TCK｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 辰巳化学･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

TU TU 373:3 TU373 3mg:TU373 3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢TCK｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 辰巳化学･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

TU Tu 400 Tu AL-400:Tu AL-400 裸錠 白 有 ｱｲﾗｯｸｽ錠400mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 辰巳化学 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TU TU 501 TU501 5mg:TU501 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
TCK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

TU TU 502 TU502 10mg:TU502 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
TCK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

TU TU 505:5 TU505 5mg:TU505 5ｍｇ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢TCK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TU TU 507:1 0 TU507 10mg:TU507 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢TCK｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 辰巳化学 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TU TU 511 TU511:TU511 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢TCK｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 辰巳化学･興和ﾃﾊﾞ 前立腺癌治療剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

TU TU 603 Tu603 125mg:Tu603
125mg

裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125｢TCK｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

辰巳化学-科研製薬 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

TU TU 605 Tu605 50:Tu605 50mg(力
価)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50小児用｢
TCK｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 辰巳化学 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1003ｱｲﾛﾑ製薬中止
060707収載

TU Tu 606 Tu606 200:Tu606
200mg(力価)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢TCK｣ ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 辰巳化学・ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0909ｱｲﾛﾑ製薬中止
0907本体ｺｰﾄﾞ変更(前:TU

TU TU 607  TU607 TU607 50mg:TU607 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
TU TU 608  TU608 TU608 100mg:TU608

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢

TCK｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

TU TU 701 Tu701 100mg:Tu701
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100｢TCK｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

TU Tu 703 Tu703 75mg:Tu703 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢TCK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TU Tu 704 Tu704 150mg:Tu704 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢TCK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

広範囲経口抗菌製剤 091113収載
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TU TU 711 TU711 75:TU711 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢TCK｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

TU TU 712 TU712 100:TU712 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢TCK｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 辰巳化学 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

TU Tu 713 TU713 100:TU713 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
TCK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

辰巳化学 広範囲経口抗菌製剤 1012ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
090515収載

TUAD Tu AD Tu AD-001 1mg:Tu AD-
001

糖衣錠 白 無 ｱﾄﾞﾒｯｾﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 940708収載

TUAL Tu 200 Tu AL-200:Tu AL-200 裸錠 白 有 ｱｲﾗｯｸｽ錠200mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 辰巳化学 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TUAL Tu 400 Tu AL-400:Tu AL-400 裸錠 白 有 ｱｲﾗｯｸｽ錠400mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 辰巳化学 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TUAM Tu-AM 200 Tu AM-200 裸錠 白～微黄白 有 ｱﾓﾘﾝﾀﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 辰巳化学 持続性消炎･鎮痛剤 0401中止 950707収載
TUAM Tu AM･250  Tu AM･250 Tu AM･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾀ

ﾂﾐ｣
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 辰巳化学 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ｢ﾀﾂﾐ｣)

TUAN Tu AN Tu AN-020 糖衣錠 白 無 ｱﾝﾒﾄﾛﾝ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 辰巳化学 筋緊張性疾患治療剤 0908中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｱﾝﾒ
ﾄﾛﾝ錠)

TUAR AR 50 Tu AR-50:Tu AR-50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾘｽﾒｯﾄ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 辰巳化学 高尿酸血症治療剤 101119収載
TUAR Tu-AR 100 Tu AR-100 裸錠 白 無 ｱﾘｽﾒｯﾄ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 辰巳化学 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾘｽﾒｯﾄ錠) 03
頃本体ｺｰﾄﾞ追加

TUAS Tu-AS 10 TuAS-10 10:TuAS-10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱｽﾓｯﾄ錠10mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
TUAS Tu-AS 20 TuAS-20:TuAS-20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱｽﾓｯﾄ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
TUAT Tu AT-30 裸錠 淡黄 有 ｱﾑﾃﾚﾝ錠｢ﾀﾂﾐ｣30 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 辰巳化学 降圧利尿剤 9912中止
TUAT Tu AT-150 裸錠 淡橙 有 ｱﾘﾝﾀﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 辰巳化学 利尿降圧剤 9906中止
TUATP Tu ATP-20 耳:ATP20mg 糖衣錠 赤 無 A.T.P.｢ﾀﾂﾐ｣腸溶錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 辰巳化学 代謝性製剤 96中止
TUAU Tu AU-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾒﾄｼﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9312中止
TUBA Tu-BA 001 Tu BA-001 裸錠 白～微黄白 有 ﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠導入剤 ｼｵﾉｹﾐｶﾙのﾌﾙﾄﾗｰｽ錠

1mg(ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

TUBA Tu-BA 001 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾄﾗｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 睡眠導入剤 辰巳のﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠
1mg(ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ)と本体

TUBA Tu-BA 002 2mg:Tu BA-002 裸錠 白～微黄白 有 ﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠2mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 辰巳化学 睡眠導入剤 030704収載
TUBC Tu BC-10 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｾﾁﾛﾝ糖衣錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 辰巳化学 鎮痙剤 96中止
TUBE Tu-BE 25 Tu BE-25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾚｱﾘﾝ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 辰巳化学 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0706中止 990709収載
TUBG Tu-BG 030 Tu BG-030 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾞｰｹﾞﾝ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 辰巳化学 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
0706中止 940708収載

TUBL Tu BL Tu BL-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾞｰﾁﾛﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 辰巳化学 抗血小板剤 0706商品名変更(前:ﾋﾞｰﾁ
ﾛﾝ錠)

TUBU Tu-BU 200 Tu-BU 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾍﾞﾙﾙﾝ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg 辰巳化学 非酸性消炎･鎮痛剤 9912中止 940708収載
TUCA Tu CA･500 Tu CA･500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｸﾙﾛﾗｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢500｣ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 辰巳化学 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0708中止
TUCB Tu CB･050 Tu CB･050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾁﾖﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 不整脈治療剤 920710収載
TUCB Tu CB･100 Tu CB･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾁﾖﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 不整脈治療剤 0606商品名変更(前:ﾁﾖﾊﾞ

ﾝｶﾌﾟｾﾙ)
TUCF Tu CF･250 Tu CF･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾌﾄﾞﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ｢250｣ ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 辰巳化学 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0012中止
TUCG Tu CG･250 Tu CG･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/ｸﾘｰﾑ ｺﾒｽｹﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 辰巳化学 末梢性神経障害改善剤 9906中止
TUCG Tu-CG 500 Tu CG-500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 ｺﾒｽｹﾞﾝ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 辰巳化学・日本ﾌｧｰﾏﾌﾟﾛ

ﾓｰｼｮﾝ
末梢性神経障害改善剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾒｽｹﾞﾝ錠)
TUCL Tu-CL 050 Tu CL-050 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｺﾛﾝﾒﾝ錠｢50｣ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ 虚血性心疾患治療剤 0611本体ｺｰﾄﾞ追加
TUCM Tu-CM 200 Tu CM-200 裸錠 白 有 ｺﾐﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 辰巳化学 脂質代謝･末梢血行改善

剤
中止

TUCN Tu CN-020 糖衣錠 淡黄 無 ｺﾙﾝﾅﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 辰巳化学 抗ｾﾛﾄﾆﾝ剤 9912中止
TUCO Tu CO･025 Tu CO･025 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾀﾂﾐ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 96中止
TUCR Tu-CR 10 TuCR-10：TuCR-10

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10「ﾀﾂﾐ」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 辰巳化学・日医工，日本

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
持続性高血圧・狭心症治
療剤

050708収載
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TUCR Tu-CR 20 TuCR-20：TuCR-20
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠20「ﾀﾂﾐ」 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 辰巳化学・日医工，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

持続性高血圧・狭心症治
療剤

050708収載

TUCT Tu CT-50 糖衣錠 黄 無 ｼｽﾁﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 辰巳化学 気道粘膜疾患治療剤 96中止
TUCV Tu CV-002 2mg 裸錠 白 有 ｺﾝﾎﾞﾝ錠2mg 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
気管支拡張剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾝﾎﾞﾝ錠)
TUCY Tu-CY 003 Tu CY-003 裸錠 白 有 ｶﾙﾖﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 辰巳化学 気管支拡張剤 0907中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ｶﾙﾖ
ﾝ錠)

TUDS Tu DS･75 Tu DS･75:Tu DS・75
75mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾄﾞﾙｾﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 040709収載

TUDS Tu DS･150  Tu DS･150 TuDS･150:TuDS･150
150mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾄﾞﾙｾﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

H2受容体拮抗剤 020705収載

TUDS Tu DS･150  Tu DS･150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾄﾞﾙｾﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 辰巳化学-日医工 H2受容体拮抗剤 020705収載
TUEC Tu EC-005 5mg 裸錠 淡黄 有 ｴﾎｸﾛﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 辰巳化学 低血圧用剤 0705中止
TUEC Tu EC-100 糖衣錠 白 無 ｴﾁﾃﾄﾝ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 辰巳化学 去痰･粘膜正常化剤 9912中止
TUEG Tu EG･025 Tu EG･025 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/淡橙 ｴｸﾞﾚﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 辰巳化学 脳血流障害改善剤 96中止
TUEG Tu EG-50 裸錠 白 有 ｴｸﾞﾚﾝ錠｢50｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 辰巳化学 脳血流障害改善剤 9905中止
TUEL Tu EL･200 Tu EL･200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾙｸﾞﾘﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 辰巳化学 粘膜防御性 胃炎･胃潰

瘍治療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｸﾞﾘﾙｶﾌﾟｾ

TUEM Tu EM-01 裸錠 淡黄 有 ｴﾙﾓﾉﾝ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 辰巳化学 血圧降下剤 9906中止
TUEO Tu EO-050 Tu EO-050 糖衣錠 白 無 ｴﾎﾞﾝﾄﾝ錠｢50｣ 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 辰巳化学 筋緊張･循環改善剤 900713収載
TUER Tu-ER 200 TuER-200 200:TuER-200

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg「ﾀﾂﾐ」 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・抗炎症

剤
0706中止 030704収載

TUES Tu ES Tu ES-05:Tu ES-05 裸錠 白 有 ｴｽﾀｯﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 辰巳化学 狭心症治療剤 0708中止 0107販売，ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TUET Tu ET-10 裸錠 黄～橙黄 有 ｴﾐﾄﾛﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 辰巳化学 代謝性強心剤 0707中止
TUET Tu ET-10 糖衣錠 黄 無 ｴﾐﾄﾛﾝ糖衣錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 辰巳化学 代謝性強心剤 96中止
TUEV Tu-EV 糖衣錠 白 無 ｴﾜﾎﾞﾄﾝ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 辰巳化学 筋弛緩剤 9312中止
TUEV Tu-EV 糖衣錠 黄 無 ｴﾜﾎﾞﾄﾝ錠｢100｣ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 辰巳化学 筋弛緩剤 9912中止
TUFAD Tu FAD-5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢5｣ﾀﾂﾐ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 96中止
TUFAD Tu FAD-15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢15｣ﾀﾂﾐ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 辰巳化学・日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
TUFN Tu FN-001 1mg 裸錠 微黄 有 ﾌﾙﾐﾉｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 辰巳化学 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0712中止
TUFR TPR 237 Tu FR-050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾌｫﾙﾃｲｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 辰巳化学 胃炎･胃潰瘍治療剤 9902中止 970711収載 本

体同記号，同成分他4品
目有

TUFU Tu-FU 010 Tu FU-010 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｲﾌﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾙﾅﾘｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続型脳血管障害改善 9905中止 940708収載
TUFZ Tu FZ Tu FZ-015 裸錠 白～微黄白 有 ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝ錠)
TUFZ Tu FZ・45  Tu FZ・45 Tu FZ・45 45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ45mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 辰巳化学 徐放性気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝLｶﾌﾟ
ｾﾙ)

TUGB Tu GB Tu GB-50 裸錠 微黄白 無 ｹﾞｰｽﾍﾞﾝ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 辰巳化学 自律神経調整剤 0708中止
TUGD Tu GD-150 糖衣錠 白 無 ｹﾞﾝﾄﾞﾝ錠｢150｣ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 辰巳化学 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9209中止
TUGD Tu GD-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾞﾝﾄﾞﾝ錠｢300｣ ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 辰巳化学 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9309中止
TUGL Tu GL-100 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢ﾀﾂﾐ｣100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 辰巳化学 解毒剤 96中止
TUGS Tu-GS 10 Tu GS-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ｹﾞｽｺﾘﾙ錠10mg ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 辰巳化学 持続性消炎･鎮痛剤 0603中止 960705収載
TUGS Tu-GS 20 Tu GS-20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ｹﾞｽｺﾘﾙ錠20mg ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 辰巳化学 持続性消炎･鎮痛剤 0612中止 970711収載
TUGS Tu GS･040 Tu GS･040 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/乳白 ｶﾞｽﾃﾉﾝ40ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 辰巳化学 膵･胆道系鎮痙剤 96中止
TUGT Tu GT Tu GT-005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｹﾞﾙﾄﾗﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 辰巳化学 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
TUHA Tu-HA 05 Tu HA-05 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾄﾞﾄﾞﾘﾝ錠｢5｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 辰巳化学 消化管運動改善剤 960705収載
TUHA Tu-HA 10 Tu HA-10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾄﾞﾄﾞﾘﾝ錠｢10｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 辰巳化学 消化管運動改善剤 960705収載
TUHB Tu HB･100 Tu HB･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾎｾﾎﾞｰﾝｶﾌﾟｾﾙ｢100｣ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 辰巳化学 子宮内膜症治療剤 0708中止
TUHD Tu HD-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｰﾌﾄﾞﾊﾟ錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg(無水

物として)
辰巳化学 血圧降下剤 旧品名(0612迄，新:ﾒﾁﾙﾄﾞ

ﾊﾟ錠250mg｢TCK｣)
TUHD Tu HD-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ錠250mg｢TCK｣ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg(無水

物として)
辰巳化学 血圧降下剤 0708中止 0612商品名変

更(前:ﾊｰﾌﾄﾞﾊﾟ錠)
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TUHF Tu HF Tu HF-010 糖衣錠 白 無 ﾎﾌﾊﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾓﾙﾌｧﾝ 10mg 辰巳化学 非麻薬性鎮咳剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾌﾊﾞﾝ錠)
0210本体ｺｰﾄﾞ追加

TUHL Tu HL-100 裸錠 白 有 ﾍｯﾄﾞﾛﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9912中止
TUHM Tu-HM 003 Tu HM-003 裸錠 白～微黄白 有 ﾊﾚﾑﾆﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 辰巳化学 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0803ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802

販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬) 070615収載(商品
名変更に伴い，前:ﾊﾚﾑﾆ

TUHS Tu HS･100 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

無～淡黄透
明

ﾊｰﾌｽﾀｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg 辰巳化学 慢性膵炎治療剤 9707中止 97ｺｰﾄﾞ化

TUHT Tu-HT 10 TuHT-10 10mg:TuHT-10
10mg

糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢TCK｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

TUHT Tu-HT 20 TuHT-20 20mg：TuHT-20
20mg

糖衣錠 白～微黄白 無 ﾊｰﾌﾀﾂﾐ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 辰巳化学 H2受容体拮抗薬 030704販売

TUHT Tu-HT 20 TuHT-20 20mg：TuHT-20
20mg

糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢TCK｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

TUHW Tu HW-006 糖衣錠 白 無 ﾋｼﾗｯﾌﾟ持効錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 辰巳化学 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 96中止
TUIE Tu-IE 200 Tu IE-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲｼﾒｯﾄ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 旧品名(071221迄，新品

名:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢
TUIE Tu-IE 200 Tu IE-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢TCK｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｼﾒｯﾄ錠)
TUIE Tu-IE 400 Tu IE-400:Tu IE-400

400mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢TCK｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 辰巳化学 H2受容体拮抗剤 0911発売

TUIF Tu 108 Tu IF-100 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀﾂﾐ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･鎮
痛･解熱剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢
ﾀﾂﾐ｣)

TUIF Tu IF-200 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ﾀﾂﾐ｣200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 96中止
TUIL Tu IL-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾚｯﾄ錠｢50｣ 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9312中止
TUIL Tu IL-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾚｯﾄ錠｢100｣ 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9912中止
TUIM Tu-IM 001 Tu IM-001 1mg 裸錠 白 有 ｲﾄﾒｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
0803ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬) 071221収載(商品
名変更に伴い，前:ｲﾄﾒｯﾄ

TUIS Tu IS:12.5 Tu IS-12.5 裸錠 白 有 ｱｲｾﾐﾝ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 辰巳化学 持続性ACE阻害降圧剤 0303中止 000707収載
TUIS Tu IS:25 Tu IS-25 裸錠 白 有 ｱｲｾﾐﾝ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 辰巳化学 持続性ACE阻害降圧剤 0303中止 000707収載
TUIS Tu IS･250 Tu IS･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｲｼｽﾉｰﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 辰巳化学 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 96中止
TUIT Tu IT-25 Tu IT-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｲﾘﾅﾄﾛﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・抗炎症

剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾘﾅﾄﾛﾝ錠)
0608本体ｺｰﾄﾞ追加

TUKC Tu-KC 001 Tu KC-001 裸錠 淡橙 有 ｶﾁﾚｯﾄ錠 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 辰巳化学 血圧降下剤 0802中止
TUKH Tu KH-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾊｯﾄ錠｢20｣ 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 辰巳化学 狭心症･不整脈治療剤 0908中止
TUKH Tu KH-040 40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾊｯﾄ錠｢40｣ 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 辰巳化学 狭心症･不整脈治療剤 0908中止
TUKI Tu KI Tu 裸錠 白～微黄 無 ｷｼﾘﾉﾝ錠｢2｣ 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 2mg 辰巳化学 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 96中止 920710収載
TUKI Tu KI-025 裸錠 白～微黄 有 ｷｼﾘﾉﾝ錠｢25｣ 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 辰巳化学 前立腺肥大症･癌治療剤 0712中止
TUKL Tu KL-001 1mg 糖衣錠 白 無 ｸｲﾝﾛﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ

ﾐﾝ
1mg 辰巳化学 消化器系鎮痙・鎮痛剤 0904中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ｸｲﾝ
ﾛﾝ錠)

TUKL Tu KL-100 Tu KL-100 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾛﾚｰﾙ錠100mg ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0708中止
TUKM Tu KM-030 裸錠 黄～橙黄 無 ｸﾒﾓﾝﾄ錠｢30｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 辰巳化学 止血剤 9912中止

TUKN Tu KN Tu KN-005 裸錠 白～微黄白 無 ｶﾙﾉﾉﾝ錠5mg 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 辰巳化学 β -ﾌﾞﾛｯｶｰ 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾉﾉﾝ錠)

TUKO Tu KO-250 裸錠 白～微黄白 無 ｶﾙｿﾝﾄ錠｢250｣ ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 筋緊張性疼痛疾患治療
TUKR Tu-KR 250 TuKR-250:TuKR-250 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｲﾝｽﾛﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 辰巳化学 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
020705収載

TUKR TU KR TU KR 500:TU KR 500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｸｲﾝｽﾛﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 辰巳化学 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

101119収載

TUKS Tu-KS 050 Tu KS-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸｼｾﾐﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ β 遮断剤 920710収載

151 / 225 ページ



TUKS Tu KS･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｶｾｿﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 辰巳化学 脂質代謝改善剤 96中止
TUKT Tu KT-005 裸錠 白 有 ｶﾙﾃｲﾝ錠｢5｣ 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 5mg 辰巳化学 気管支拡張剤 9212中止
TUKU Tu KU･250 Tu KU･250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｸﾘﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ｢250｣ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 辰巳化学 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 900713収載
TUL Tu L05 Tu LT-05 糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾗｰｾﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 辰巳化学 持続型血管拡張降圧剤 01頃中止 980710収載
TUL Tu L10 Tu LT-10 糖衣錠 淡黄 無 ﾘﾄﾗｰｾﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続型血管拡張降圧剤 01頃中止 980710収載
TULA Tu-LA 50 Tu LA-50:Tu LA-50 裸錠 淡黄～黄 無 ﾗﾋﾞﾝ錠50mg ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 辰巳化学 粘膜保護･組織修復胃

炎･胃潰瘍治療剤
000707収載

TULB Tu LB-200 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾄﾎﾞﾚｰﾙ錠｢200｣ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 頻尿治療剤
TULE Tu-LE 100 Tu LE-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾚｾﾌﾟﾛﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ 経口蛋白分解酵素阻害 960705収載
TULG Tu LG･100  Tu LG･100 Tu LG･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白/微黄

白
ﾘﾁｹﾞｰﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 辰巳化学 ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ｹ

ﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療剤
1007日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
0907辰巳化学中止 0706
商品名変更(前:ﾘﾁｹﾞｰﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

TULI Tu-LI 20 Tu LI-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾝﾌﾞﾚｰﾝ錠｢20｣ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 辰巳化学 抗めまい剤 0606本体ｺｰﾄﾞ刻印
TULK Tu-LK 005 Tu LK-005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚｷｻﾋﾞﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 切迫流・早産治療剤 1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
TULM Tu-LM 25 Tu LM-25 25mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾗｯｶﾙﾐﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 辰巳化学・三和化学研究

所
抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗｯｶﾙﾐﾝ錠)
0405本体ｺｰﾄﾞ追加

TULM Tu-LM 50 Tu LM-50 裸錠 白～微黄白 有 ﾗｯｶﾙﾐﾝ錠｢50｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 辰巳化学 利尿降圧剤 9912中止
TULN Tu LN･001  Tu LN･001 Tu LN･001 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ﾛﾝﾊﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 止瀉剤 0706商品名変更(前:ﾛﾝﾊﾞ

ﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ)
TULP Tu-LP 100 Tu LP-100 裸錠 薄紅 有 ﾚﾌﾟﾘﾝﾄﾝ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，

10mg(無水物
として)

辰巳化学・ﾏｲﾗﾝ製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

TULS Tu LS-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾙｼﾄﾝ錠100mg 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 辰巳化学 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0812中止 0706商品名変
更(前:ﾙｼﾄﾝ錠)

TULT Tu L05 Tu LT-05 糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾗｰｾﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 辰巳化学 持続型血管拡張降圧剤 01頃中止 980710収載
TULT Tu L10 Tu LT-10 糖衣錠 淡黄 無 ﾘﾄﾗｰｾﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 辰巳化学 持続型血管拡張降圧剤 01頃中止 980710収載
TULV Tu-LV 004 Tu LV-004 裸錠 白 有 ﾙﾝﾎﾞﾝ錠4mg 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 気道粘液溶解剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾙﾝﾎﾞﾝ錠)
0612本体ｺｰﾄﾞ追加

TULZ Tu LZ-030 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ30錠｢ﾀﾂﾐ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 辰巳化学 消炎酵素剤 96中止
TULZ Tu LZ-090 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ90錠｢ﾀﾂﾐ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 辰巳化学 消炎酵素剤
TUMA Tu MA Tu MA-25 裸錠 白～微黄白 無 ﾏｰﾖﾝ錠｢25μ g｣ 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 気管支拡張剤 960705収載
TUMA Tu MA･050 Tu MA･050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄

黄褐
ﾓﾊﾞﾚｰﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 辰巳化学 不整脈治療剤 940708収載

TUMB Tu-MB 250 Tu MB-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 有 ﾏｰﾋﾞｯﾄﾝ錠250mg ｼﾞﾌﾙﾆｻﾙ 250mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9910中止 920710収載
TUMC Tu-MC 糖衣錠 白 無 ﾏﾛｼﾝ錠 辰巳化学 過敏大腸症治療剤 9301中止
TUME Tu ME Tu ME-020 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾙｺﾓﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
920710収載

TUMG Tu MG･050  Tu MG･050 Tu MG･050 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏｰｹﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗潰瘍･精神神経用剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｰｹﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾ

TUMG Tu-MG 050 Tu MG-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ﾏｰｹﾞﾉｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗潰瘍･精神神経用剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｰｹﾞﾉｰﾙ錠)

TUMH Tu-MH 05 TuMH-05 5:TuMH-05 裸錠 黄白 有 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5｢ﾀﾂﾐ｣ 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 辰巳化学 持続性Ca拮抗降圧剤 0908中止 060707収載
TUMH Tu-MH 10 TuMH-10 10:TuMH-10

10mg
裸錠 淡黄 有 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10｢ﾀﾂﾐ｣ 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 辰巳化学 持続性Ca拮抗降圧剤 0908中止 060707収載

TUMH Tu-MH 20 TuMH-20 20:TuMH-20
20mg

裸錠 薄橙黄 有 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠20｢ﾀﾂﾐ｣ 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 辰巳化学 持続性Ca拮抗降圧剤 0908中止 060707収載

TUML Tu ML:025 Tu ML-025:Tu ML-025 裸錠 白～微黄 有 ﾒｰﾚｰﾝ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 辰巳化学･日医工，富士ﾌ
ｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0911商品名変更(前:ﾒｰ
ﾚｰﾝ錠)

TUML Tu ML-050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾙﾘﾝ錠｢50｣ ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9312中止
TUML Tu ML-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾙﾘﾝ錠｢100｣ ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 辰巳化学 消炎鎮痛剤 9812中止
TUMP Tu MP-25 糖衣錠 白 無 ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 辰巳化学 冠血管拡張･抗血小板剤 0907中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ﾒﾄﾛ
ﾎﾟﾘﾝ錠)
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TUMR Tu-MR 7.5 Tu MR-7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾒﾄﾛｰﾑ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠障害改善剤 980710収載

TUMR Tu MR･010 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾏﾘﾎﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 辰巳化学 高血圧･狭心症治療剤 0704中止

TUMR Tu-MR 10 Tu MR-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒 白 有 ﾒﾄﾛｰﾑ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠障害改善剤 980710収載
TUMT Tu MT Tu MT-30 糖衣錠 白 無 ﾓﾝﾄﾎﾞﾛﾝ錠 塩酸ﾓｷｼｼﾘﾄ 30mg 辰巳化学 α 1遮断性脳循環改善剤 9905中止 960705収載
TUMY Tu MY･100 Tu MY･100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾏｲﾅﾔｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 辰巳化学 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 96中止
TUMZ Tu-MZ 050 Tu MZ-050 0.5:Tu MZ-

050
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾓｰｽﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
精神安定剤 940708収載

TUMZ Tu-MZ 100 Tu MZ-100 1:Tu MZ-100
1mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓｰｽﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 辰巳化学･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

精神安定剤 101119収載

TUNB Tu NB-010 糖衣錠 白 無 ﾈﾌﾞｽﾝ錠10mg ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 辰巳化学 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0911中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾈﾌﾞ
ｽﾝ錠)

TUNB Tu NB-020 糖衣錠 白 無 ﾈﾌﾞｽﾝ錠｢20｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 辰巳化学 抗不安剤 96中止
TUNC Tu NC Tu NC-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾅﾙｺﾙﾄ錠｢100｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 辰巳化学 循環機能改善剤 0706中止
TUND Tu ND Tu ND-001 糖衣錠 白 無 ﾅｼﾝﾄﾞﾚﾝ錠1mg ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ 1mg 辰巳化学 持続性非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧

剤
0705中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾅｼﾝ
ﾄﾞﾚﾝ錠)

TUNG Tu NG-250 裸錠 白 無 ﾉﾆｹﾞﾆﾝ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 辰巳化学 動脈硬化用剤 97中止
TUNL Tu NL-010 糖衣錠 淡緑 無 ﾈﾎﾞﾛﾛﾝ錠 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 辰巳化学 抗不安剤 9912中止
TUNR Tu 005 Tu NR-005 裸錠(楕円形) 白 有 ﾈﾙﾛﾚﾝ錠｢5｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 催眠鎮静剤
TUNR Tu 010 Tu NR-010 裸錠(楕円形) 淡黄 有 ﾈﾙﾛﾚﾝ錠｢10｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 催眠鎮静剤
TUNS Tu-NS:0 25 Tu NS-025 裸錠(楕円形) 淡青 有 ﾈｽｹﾞﾝ錠｢0.25｣ ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 辰巳化学・ﾏｲﾗﾝ製薬 睡眠導入剤 0907本体ｺｰﾄﾞ0 25追加

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

TUNT Tu-NT 0.25 Tu NT-025 裸錠 白 有 ﾈｽﾄﾛｰﾑ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

睡眠導入剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｽﾄﾛｰﾑ錠)

TUNV S Tu NV｢500｣ 裸錠 黄 有 ﾉﾎﾞｽﾃﾉﾝ錠｢500｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 辰巳化学 合成抗菌剤 96中止
TUON Tu ON-005 裸錠 白 有 ｵｽﾉﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高血圧･狭心症・頻脈治

療剤
1005日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
0908辰巳化学中止
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｵｽﾉﾝ錠)

TUPA Tu PA･010 Tu PA･010 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾊﾟﾗｱﾘﾅｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ 辰巳化学 ﾋﾞﾀﾐﾝB1･6･12剤 96中止
TUPA Tu-PA 100 Tu PA-100：Tu PA-100

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾋﾟﾚﾏｲﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 辰巳化学･ﾏｲﾗﾝ製薬 消化管運動調律剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 070615収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾋﾟﾚﾏｲﾝ錠)

TUPC Tu PC-15 15mg 糖衣錠 緑 無 ﾍﾟﾝｶﾙ｢ﾀﾂﾐ｣錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 辰巳化学 非麻薬性鎮咳剤 0404中止
TUPC Tu-PC 100 Tu PC-100 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚｺｰﾄ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
肝･胆･消化機能改善剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾚｺｰﾄ100)
980710収載

TUPL Tu PL Tu PL-020 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚｱﾙﾋﾟﾝ錠｢20｣ 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

Ca拮抗性降圧剤 900713収載

TUPM Tu PM-250 裸錠 白 無 ﾌﾟﾚﾀｽﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 辰巳化学 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾚﾀｽﾐﾝ錠)

TUPN Tu-PN 025 Tu PN-025 裸錠 白～微黄白 有 ﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 辰巳化学 胃炎･消化性潰瘍治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝ錠)

TUPR Tu-PR 100 TuPR-100 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾌﾟﾘﾓｰﾙ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 辰巳化学 広範囲経口抗菌剤 030704収載
TUPR Tu-PR 200 TuPR-200 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾌﾟﾘﾓｰﾙ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 辰巳化学 広範囲経口抗菌剤 030704収載
TUPS Tu PS-7.2 糖衣錠 淡赤褐 無 ﾌﾟﾙﾉｻｲﾄﾞ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 7.2mg 辰巳化学 便秘治療剤 ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
TUPS Tu PS-12:Tu PS-12

12mg
糖衣錠 暗赤褐 無 ﾌﾟﾙﾉｻｲﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg（ｾﾝﾉｼ

ﾄﾞA・Bｶﾙｼｳ
ﾑ塩として）

辰巳化学 緩下剤 040709収載

TUPT Tu PT-25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾝﾃﾓﾝ錠 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 辰巳化学 降圧利尿剤 0802中止
TURB Tu RB-100 糖衣錠 白 無 ﾛﾝﾍﾞﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 辰巳化学 脳血流障害改善剤 96中止
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TURC Tu RC-001 裸錠 白 有 ﾛｺｽｹﾞﾝ錠1mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 辰巳化学 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0708中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛｺｽ
ｹﾞﾝ錠)

TURM Tu RM-100 糖衣錠 白 無 ﾛﾘﾒｽﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 辰巳化学 微小循環改善剤 9909中止
TURM Tu-RM 300 Tu RM-300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾘﾒｽﾝ錠300mg ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 辰巳化学 持続性脳微小循環改善 9909中止 970711収載
TURN Tu RN-050 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠0.5｢ﾀﾂﾐ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 辰巳化学 降圧剤 96中止
TURS Tu-RS 60 Tu RS-60 裸錠 極薄紅 有 ﾛｾﾞｵｰﾙ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 辰巳化学 鎮痛･抗炎症・解熱剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛｾﾞｵｰﾙ錠)
TURV Tu RV･150 Tu RV･150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾓﾍﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 辰巳化学 結核治療剤 0712中止
TURZ Tu RZ-020 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｽﾞﾌﾟﾚﾝ錠20mg 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg 辰巳化学 鎮咳･気道粘液溶解剤 0707中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ﾛｽﾞ
ﾌﾟﾚﾝ錠)

TUSA Tu-SA 05 Tu SA-05:Tu SA-05 裸錠 薄桃 有 ｽﾊﾟｼｵｰﾙ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 辰巳化学 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載

TUSA Tu-SA 10 Tu SA-10:Tu SA-10 裸錠 薄桃 有 ｽﾊﾟｼｵｰﾙ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 辰巳化学 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

000707収載

TUSE Tu-SE 05 Tu SE-05 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾌｧﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 辰巳化学 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
TUSE Tu-SE 05 Tu SE-05 5:Tu SE-05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾌｧﾐﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 辰巳化学 脳循環･代謝改善剤 0806商品名変更(前:ｾﾙ

ﾌｧﾐﾝN錠)
TUSG Tu-SG 010 Tu SG-010 裸錠 白～微黄白 無 ｿｼｹﾞｰﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 辰巳化学・日本ｹﾐﾌｧ，ﾒﾙ

ｸ製薬，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
乳癌治療剤 0809日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止

0803日本ｹﾐﾌｧ中止 0712
ﾒﾙｸ製薬中止 0708辰巳
化学中止

TUSI Tu SI-0.75 裸錠 白 有 ｽｲﾛﾘﾝ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 辰巳化学 精神病治療剤 96中止
TUSI Tu-SI 1.5 Tu SI-1.5 裸錠 白 有 ｽｲﾛﾘﾝ錠｢1.5｣ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 辰巳化学 精神病治療剤 0908中止
TUSL Tu-SL 200 Tu SL-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾘﾒﾝ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 辰巳化学 鎮痛･抗炎症剤 0911辰巳化学中止 0810

ｻﾝﾄﾞ中止
TUSM Tu SM･001  Tu SM･001 Tu SM･001 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾙｼﾞﾒﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ｻﾙｼﾞ

ﾒﾝｶﾌﾟｾﾙ)
TUSN Tu SN-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｻﾉﾃﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 辰巳化学･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 抗てんかん剤，躁病･躁

状態治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾉﾃﾝ錠)

TUSP Tu-SP 30 Tu SP-30 30:Tu SP-30 裸錠 白 有 ｽﾊﾟｸﾘｯﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0906中止 0706商品名変
更(前:ｽﾊﾟｸﾘｯﾄ錠)

TUST Tu ST Tu ST-25:Tu ST-25
25mg

糖衣錠 白 無 ｻﾀﾉﾛﾝ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾀﾉﾛﾝ錠)
0710本体ｺｰﾄﾞ追加

TUSU Tu-SU 100 100:Tu SU-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼｰﾇﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 広範囲経口抗菌剤 1004日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
1002辰巳化学中止

TUSU Tu-SU 200 200:Tu SU-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼｰﾇﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 辰巳化学 広範囲経口抗菌剤 1002中止 950707収載
TUSVS SVS Tu SV-S 裸錠 白 有 ｻﾙﾋﾞﾝS錠 辰巳化学 解熱鎮痛剤 96中止
TUSVS Tu SV-S 糖衣錠 黄 無 ｻﾙﾋﾞﾝS糖衣錠 辰巳化学 解熱鎮痛剤 96中止
TUSZ Tu-SZ 006 Tu SZ-006 6mg 裸錠 白 有 ｽｽﾞﾄﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 辰巳化学 めまい剤・平衡障害治療

剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｽｽﾞﾄﾛﾝ錠)
0608本体ｺｰﾄﾞ追加

TUTA Tu-TA 25 Tu TA-25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾀﾂﾐﾅｰﾙ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 辰巳化学 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 9904中止 960705収載
TUTC Tu-TC 04 Tu TC-04 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 有 ﾀﾂｺｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 辰巳化学 Ca拮抗剤 0708中止
TUTD Tu-TD 200 Tu TD-200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾂﾒｼﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 辰巳化学 脳循環代謝改善剤 9905中止 900713収載
TUTJ Tu-TJ 2.5 TuTJ-2.5:TuTJ-2.5

2.5mg
裸錠 白～微黄白 無 ﾀﾂｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 辰巳化学 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
050708収載

TUTJ Tu-TJ 05 TuTJ-05 5:TuTJ-05 5mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾀﾂｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 辰巳化学 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

030704収載

TUTJ Tu-TJ 10 TuTJ-10:TuTJ-10 10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾀﾂｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 辰巳化学 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

050708収載

TUTJOS Tu-TJ 05 TuTJ-05 5:TuTJ-05 5mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾀﾂｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 辰巳化学 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

030704収載

TUTL Tu-TL 100 TuTL-100 100:TuTL-100
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾂﾐﾗﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 辰巳化学 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0708中止
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TUTM T Tu TM-002 裸錠(花型) 淡桃 有 ﾄﾘｽﾒﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

降圧利尿剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾘｽﾒﾝ錠) 十
字割線

TUTM Tu-TM 05 Tu TM-05 5mg：Tu TM-
05 5mg

裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾀﾂﾓｰﾙ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 040709収載

TUTM Tu-TM 05 Tu TM-05 5mg：Tu TM-
05 5mg

裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾀﾂﾓｰﾙ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 040709収載

TUTM Tu-TM 10 TuTM-10 10mg：TuTM-
10 10mg

裸錠 帯黄白 有 ﾀﾂﾓｰﾙ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 辰巳化学 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載

TUTP Tu-TP 05 TuTP-05:TuTP-05 5mg 裸錠 白 無 ﾀﾂﾌﾟﾗﾐﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

1101ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
0904ｱｲﾛﾑ製薬中止

TUTP Tu-TP 10 TuTP-10:TuTP-10 10mg 裸錠 微紅 有 ﾀﾂﾌﾟﾗﾐﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

1101ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
0904ｱｲﾛﾑ製薬中止

TUTP Tu TP・25  Tu TP・25 TuTP・25：TuTP・25 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾀﾂﾋﾟﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

不整脈治療剤 050708収載

TUTP Tu TP・50  Tu TP・50 TuTP・50：TuTP・50 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾀﾂﾋﾟﾙｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 辰巳化学・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

不整脈治療剤 050708収載

TUTP Tu TP･075 Tu TP･075 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾂﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 辰巳化学 解熱鎮痛消炎剤 9910中止 900713収載
TUTPIO Tu-TP 10 TuTP-10:TuTP-10 10mg 裸錠 微紅 有 ﾀﾂﾌﾟﾗﾐﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

1101ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
0904ｱｲﾛﾑ製薬中止

TUTPOS Tu-TP 05 TuTP-05:TuTP-05 5mg 裸錠 白 無 ﾀﾂﾌﾟﾗﾐﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

1101ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止
0904ｱｲﾛﾑ製薬中止

TUTR Tu TR:0.5 Tu TR-050 0.5:Tu TR- 裸錠 白～微黄白 有 ﾀｰｹﾞﾛﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 辰巳化学 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0008中止 950707収載
TUTS Tu TS･200 Tu TS･200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾀﾂﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 辰巳化学 尿路感染症用抗菌剤 920710収載
TUTS Tu-TS 250 Tu TS-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白～微黄 無 ﾄﾒｼｰﾙ錠｢250｣ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 辰巳化学 抗菌性化学療法剤 9906中止 940708収載
TUTX Tu-TX 100 Tu TX-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾂﾐｷｼﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 辰巳化学 広範囲経口抗菌製剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾂﾐｷｼﾝ錠)
TUTZ Tu-TZ 01：1 Tu TZ-01:Tu TZ-01 1mg 裸錠 白～微黄 有 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 040709収載

TUTZ Tu-TZ 02：2 Tu TZ-02:Tu TZ-02 2mg 裸錠 淡橙 有 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 040709収載

TUTZ Tu-TZ 04：4 Tu TZ-04:Tu TZ-04 4mg 裸錠 白 有 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 060707収載

TUTZ Tu-TZ 005：0.5 Tu TZ-005:Tu TZ-005
0.5mg

裸錠 白 無 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして）

辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 060707収載

TUVG Tu-VG 02 TuVG-02 0.2：TuVG-02
0.2mg

裸錠 白～微黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2「ﾀﾂﾐ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 辰巳化学 糖尿病食後過血糖改善
剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

TUVG Tu-VG 03 TuVG-03 0.3:TuVG-03
0.3mg

裸錠 白～微黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3「ﾀﾂﾐ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 辰巳化学 糖尿病食後過血糖改善
剤

1011ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ中止

TUVK Tu VK TU VK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 辰巳化学-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，昭
和薬品化工，ﾏｲﾗﾝ製薬

循環障害改善剤 0906ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(前:大蔵製薬)

TUVT Tu-VT Tu-VT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/淡黄 ﾍﾞﾝﾂｲﾝｶﾌﾟｾﾙ 辰巳化学 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9302中止
TUYS TPD Tu YS-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｼｵｰﾙ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 辰巳化学 胃炎･胃潰瘍治療剤 9906中止 970711収載 本

体記号ｱｽﾌﾟﾅｰﾄﾞと同じ
TUZP Tu-ZP 80 Tu ZP-80:Tu ZP-80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80「ﾀﾂﾐ」 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 辰巳化学 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
TUZS Tu ZS-030 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞｽﾝ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 辰巳化学 鎮痙･鎮痛剤 0803ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802

販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬) 070615収載(商品
名変更に伴い，前:ｾﾞｽﾝ

TV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

TVR 201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｺﾍﾞﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大洋薬品工業 血管代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 96ﾋｰﾄ
変更 94本体刻印

TVT TVT010 DOJ 糖衣錠 淡赤 無 ﾄﾗﾋﾞﾉﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 同仁医薬化工 血圧降下剤 中止
TW TW 裸錠 白 無 ﾊﾞｲｼﾘﾝV2錠 万有製薬 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
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TW Tw:0.5 Tw.ET0.5 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東和薬品 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(1010迄) 920710
収載

TW Tw:1 Tw.ET1.0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 東和薬品 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(1012迄) 920710
収載

TW Tw 001 Tw001 2:2 裸錠 白 有 ﾊﾟｰｷﾈｽ錠2 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 東和薬品・ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

TW Tw 002 Tw002 裸錠 黄 有 ｱﾌﾟﾚｼﾞﾝ錠10 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 血圧降下剤 中止 東和のﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠
200mg(ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ)
とｺｰﾄﾞ同じ

TW Tw 002
200mg

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 東和薬品 抗てんかん剤，躁病･躁
状態治療剤

060707収載 東和のｱﾌﾟﾚ
ｼﾞﾝ錠10(塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ，
中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

TW Tw 003 Tw003 裸錠 白 有 ｵｲｾﾞﾝ錠250mg ｸﾞﾘﾌﾞｿﾞｰﾙ 250mg 東和薬品 経口血糖降下剤 0303中止 9811販売(ﾒｸﾄ
より承継)

TW Tw 004：10 Tw004 10mg：10mg 裸錠 淡黄 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧薬 040709収載
TW Tw 004：10 Tw004 10mg：10mg 裸錠 淡黄 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧薬 040709収載
TW Tw 005：20 Tw005 20mg：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧薬 040709収載
TW Tw 005：20 Tw005 20mg：20mg 裸錠 薄橙黄 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧薬 040709収載
TW Tw 006：2 Tw 006 2mg：2mg 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝｼｰﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 東和薬品 持続性組織ACE阻害剤 050708収載
TW Tw 007：4 Tw007 4mg：4mg 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝｼｰﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 東和薬品 持続性組織ACE阻害剤 050708収載
TW Tw 008 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 東和薬品 抗てんかん剤，躁病･躁

状態治療剤
101119収載

TW Tw 010 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾌﾛﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 東和薬品 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
TW Tw:10 Tw.NF.L10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 040709収載，品名変更に

伴う（前：ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠10）
TW Tw 011

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾉﾍﾞｼﾞｰﾙ錠100mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 060707収載

TW Tw 012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾉﾍﾞｼﾞｰﾙ錠50mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 060707収載
TW Tw 309 糖衣錠 茶褐 無 ﾍﾟﾝｸﾙｼﾝ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

東和薬品 緩下剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ﾍﾟﾝｸﾙｼﾝ

TW Tw 013:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 東和薬品 抗精神病剤 090515収載
TW Tw 014:2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 東和薬品 抗精神病剤 070706収載
TW Tw 015:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 081107収載
TW Tw 017:5 Tw017 5mg:5mg 裸錠 黄白 有 ｼﾞﾑﾛｽﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
TW Tw:20 Tw.NF.L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 040709収載，品名変更に

伴う（前：ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠）
TW Tw 020:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

東和薬品 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

TW Tw 021:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

TW Tw 022:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

TW Tw 023:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

TW Tw 031:15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

TW Tw 032:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

TW Tw 033:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠0.25mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg(無水
物として)

東和薬品 持続性ACE阻害剤 100528収載

TW 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

156 / 225 ページ



TW 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

TW Tw 101 Tw101 50mg 裸錠 白～淡黄 有 ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 東和薬品 尿酸排泄薬 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠)
950707収載

TW Tw102 Tw102 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ｸﾗﾐﾄﾝ錠2.5 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 東和薬品 経口血糖降下剤 旧品名(080620ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐ
ﾄﾞ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
950707収載

TW Tw102 Tw102 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠2.5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 東和薬品 経口血糖降下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾗﾐﾄﾝ錠2.5)

TW Tw 103 Tw103 0.4mg 裸錠 白 無 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 東和薬品 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾝﾋﾞｯﾄ錠0.4)

TW Tw 103 Tw103 0.4mg 裸錠 白 無 ﾒﾝﾋﾞｯﾄ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 東和薬品 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧品名(080620ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗ
ﾑ錠0.4mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
960705収載

TW Tw 104 Tw104 裸錠 白 無 ﾒｲｴｽﾄﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 東和薬品 前立腺肥大症治療剤 960705収載
TW T w:105 Y-EPC25 25μ g:Tw105

25μ g Y-EPC25
裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 気管支拡張剤 0006中止 960705収載

TW Tw 106 Y-EPC50 50μ g:Tw106
50μ g Y-EPC50

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 気管支拡張剤 0012中止 960705収載

TW Tw 107:2 Tw107 2mg 裸錠 白 有 ﾎﾟｽﾁﾆﾝ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 東和薬品 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0806商品名変更(前:ﾎﾟｽﾁ
ﾆﾝ錠2)

TW Tw 108:3 Tw108 3mg 裸錠 白 有 ﾎﾟｽﾁﾆﾝ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 東和薬品 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0806商品名変更(前:ﾎﾟｽﾁ
ﾆﾝ錠3)

TW Tw 111 Tw111 1 裸錠 白 無 ﾒﾘｽﾄﾗｰｸ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 東和薬品 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 960909承認 9707頃販売
TW Tw 112 Tw112 2.5 裸錠 橙 有 ﾒﾄﾞｷﾛﾝ錠2.5 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ 2.5mg 東和薬品 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 970711収載
TW Tw 113 Tw113 12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄｰﾜ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
旧品名(080620ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ
錠12.5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
970711収載

TW Tw 113 Tw113 12.5mg 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾌﾟﾄｰﾜ錠

TW Tw 114 Tw114 30mg 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄｰﾜ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706商品名変更(前:ｵｷｻ
ﾄｰﾜ錠)

TW Tw 115 Tw115 2 裸錠 白 有 ｱﾊﾞﾙﾅｰﾄ錠2 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 東和薬品 低血圧治療剤 970711収載
TW Tw 116 Tw116 1 裸錠 白 無 ｽｶﾙﾅｰｾﾞ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東和薬品 持続性心身安定剤 970711収載
TW T w:117 Tw117 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 東和薬品・日本ｹﾐﾌｧ 狭心症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠)
0302ﾋｰﾄ変更 田辺三菱
製薬のものとﾋｰﾄ異なる

TW T w:117 Y-NIK5:Tw117 5mg 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 東和薬品-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

狭心症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 070615収載
(商品名変更に伴い，前:ﾆ
ｺﾗﾝﾏｰﾄ錠) 東和のものと
ﾋｰﾄ異なる

TW Tw 119 Tw119 1 裸錠 淡黄 有 ﾁﾛﾙﾋﾞｯﾄ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 東和薬品 筋緊張緩和剤 980710収載
TW Tw 120 Tw120 25:25 裸錠 白 有 ﾎﾒﾗｰﾄ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 東和薬品 持続性ACE阻害降圧剤 0701中止 990709収載
TW Tw 121 Tw121 10:10 裸錠 白 有 ﾒﾄﾛｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 東和薬品 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載

TW Tw 122 Tw122 200mg:200mg 裸錠 白 有 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 東和薬品 気管支拡張剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠
200)

TW Tw 123 Tw123 400mg:400mg 裸錠 白 有 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠400mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 東和薬品 気管支拡張剤 0806商品名変更(前:ﾃｵﾌ
ﾙﾏｰﾄL錠400)

TW Tw 124 Tw124 5mg：5 5mg 裸錠 薄桃 有 ｶﾙﾈｰﾄ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ｶﾙﾈｰﾄ錠5）

TW Tw 125 Tw125 50:50 裸錠 白 無 ｱｲﾀﾝﾄ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 東和薬品 抗血小板剤 000707収載
TW Tw 126 Tw126 100:100 裸錠 白 無 ｱｲﾀﾝﾄ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 000707収載
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TW Tw 127 Tw127 10mg:10mg 裸錠 白 有 ﾗｲﾙﾄｯｸ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物
として)

東和薬品 持続性ACE阻害剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg｢ﾄｰ

TW Tw 128:2.5 Tw128 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 無 ﾒｲﾝﾄｰﾜ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 東和薬品 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載
TW Tw 129 Tw129 5mg:5mg 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾄｰﾜ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 010706収載
TW Tw 130 Tw130 20mg 裸錠 白 無 ｲｿﾆﾄｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 東和薬品 狭心症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｿﾆﾄｰﾙ錠20)
TW Tw 131 Tw131 5mg：5mg 裸錠 白 無 ﾏｲﾊﾞｽﾀﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤（高脂血症治療剤）
030704収載

TW Tw 132 Tw132 10mg：10mg 裸錠 微紅 有 ﾏｲﾊﾞｽﾀﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

030704収載

TW Tw 133 Tw133 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾌﾞﾛｯｸ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

030704収載

TW Tw 134 Tw134 5mg：5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾍﾞｰｽ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾅｾﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤（高血圧症）

0703中止 030704収載

TW Tw 135 Tw135 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄｰﾜ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤（高血圧症）

030704収載

TW Tw 136 Tw136 5mg:5mg 裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ﾓﾅｿｻｰﾙ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載

TW Tw 137 Tw137 10mg:10mg 裸錠 帯黄白 有 ﾓﾅｿｻｰﾙ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載
TW Tw 138 Tw138 100mg:100mg 裸錠 白 無 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄL錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品 ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 091113収載
TW Tw 139 Tw139 200:200 裸錠 白 有 ﾍﾞﾙｸｽﾛﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 東和薬品 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
TW Tw 140 Tw140 400:400 裸錠 白 有 ﾍﾞﾙｸｽﾛﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 東和薬品 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
TW Tw 141:1 Tw141 1mg：1mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾅｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
東和薬品 血圧降下剤 040709収載

TW Tw 142:2 Tw142 2mg：2mg 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞﾅｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

東和薬品 血圧降下剤 040709収載

TW Tw 143 Tw143 10mg：10mg 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾌﾞﾛｯｸ錠10mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害
剤-高脂血症治療剤-

040709収載

TW Tw 144 Tw144 10mg:10mg 裸錠 薄桃 有 ｶﾙﾈｰﾄ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載
TW Tw 145 Tw145：Tw145 裸錠 白 有 ﾎﾟﾄﾚﾝﾄﾞ配合錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ

ﾄﾘｳﾑ
231.5mg，
195.0mg

東和薬品 ｱﾙｶﾘ化療法剤-酸性尿・
ｱｼﾄﾞｰｼｽ改善-

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾄﾚﾝﾄﾞ錠)

TW Tw 146:25 錠剤 白～淡黄 有 ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 東和薬品 尿酸排泄薬 090515収載
TW Tw 147 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 070706収載
TW Tw 148 Tw148 2mg:2mg 裸錠 薄橙 有 ｽｶﾙﾅｰｾﾞ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 東和薬品 持続性心身安定剤 091113収載
TW Tw 149:0.8 0.8 mg:Tw149 0.8mg 裸錠 白 有 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.8mg｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 東和薬品 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 101119収載
TW Tw 151 Tw151 200mg：200mg 裸錠 白 有 ｻｰﾙﾂｰ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 解熱鎮痛剤 050708収載
TW Tw 152：0.2 Tw152 0.2mg：0.2mg 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg「ﾄｰﾜ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
TW Tw 153：0.3 Tw153 0.3mg：0.3mg 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg「ﾄｰﾜ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
TW 154：Tw Tw154 2.5mg：2.5mg 裸錠 薄桃 無 ｶﾙﾈｰﾄ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載
TW Tw 155 Tw155 10mg：10mg 口腔内崩壊錠 白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ

ﾝ口腔内崩壊錠)
050708収載

TW Tw 157 Tw157 20mg：20mg 口腔内崩壊錠 白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

050708収載

TW Tｗ 161:5 Tw161 5mg:5mg 裸錠(蝶形) 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg(無水物
として)

東和薬品 持続性ACE阻害剤 091113収載

TW Tw 170 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 070706収載
TW Tw 171 Tw171 裸錠 白 無 ｵｷｻﾁﾘﾝ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 持続性消炎・鎮痛剤 0703中止 0606商品名変

更(前:ｵｷｻﾁﾘﾝ錠)
TW Tw 172:0.2 口腔内崩壊錠 帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善

剤
070706収載

TW Tw 173:0.3 口腔内崩壊錠 微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

TW Tw 174
200mg

裸錠 白 無 ｴﾙｽﾌﾟﾘｰCA錠200mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 東和薬品 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 060707収載

TW Tw 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾋﾞﾗｽ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬-東和薬品 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載 以前ﾒｸﾄが
販売していたﾋﾞﾗｽ錠(酪
酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ)とは成分が

TW Tw 180:10 裸錠 白 無 ｲｿﾆﾄｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 東和薬品 狭心症治療剤 100528収載
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TW Tw 201 Tw201 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0302頃本体ｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

TW Tw 202 Tw202 1800EI.U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 東和薬品 脂質代謝異常改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠)

TW Tw 203 Tw203 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 東和薬品・ﾏｲﾗﾝ製薬 酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠)

TW Tw 204 Tw.PRT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0304頃迄) 0211頃
本体ｺｰﾄﾞ化 940708収載

TW Tw 204 Tw204 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 0304頃ﾋｰﾄ変更
TW Tw 206 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾄｰ ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 080704収載
TW Tw 210 裸錠 白 無 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 1011発売
TW Tw 211 Tw211 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾄﾞｽﾍﾟﾛﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持続性Ca拮抗剤 980710収載
TW Tw 212 Tw212 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾞｽﾍﾟﾛﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 持続性Ca拮抗剤 980710収載
TW Tw 213 Tw213 75:Tw213 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ

ﾝとして)
東和薬品 H2受容体拮抗剤 010706収載

TW Tw 214 Tw214 150:Tw214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

東和薬品 H2受容体拮抗剤 010706収載

TW Tw 215 Tw215 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾞﾙｽﾀﾝL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 東和薬品 徐放性前立腺肥大症治
療剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾙｽﾀﾝL錠)

TW Tw 216 10mg:Tw216 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

TW Tw 217 Tw217 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟｷｻﾉﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

東和薬品 広範囲経口抗菌剤 020705収載

TW Tw 219 20mg:Tw219 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

TW Tw 220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠2mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

TW Tw 221 Tw221 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｽﾛﾝﾀｸｽ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 血管拡張性β 1遮断薬 000707収載
TW Tw 222 Tw222 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｽﾛﾝﾀｸｽ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 東和薬品 血管拡張性β 1遮断薬 000707収載
TW Tw 223 Tw223 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾆｽﾄ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 持続性高血圧･狭心症治

療剤
020705収載

TW Tw 224 Tw224 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾆｽﾄ錠20 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 東和薬品 持続性高血圧･狭心症治
療剤

020705収載

TW Tw:225 Tw225 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(1012迄)
020705収載

TW Tw 225:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1012本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ
若干変更

TW Tw 226:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1011本体変更，ﾋｰﾄ若干
変更

TW Tw 227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 東和薬品 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾌﾟﾛｽﾅｰ錠20）

TW Tw 229 Tw229 40μ g：40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾌﾟﾛｽﾅｰ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 東和薬品 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

030704収載

TW Tw 230 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠4mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

TW Tw 231 Tw231 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾄｰﾜｷｻﾝ錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 東和薬品 広範囲経口抗菌剤 0701中止 970711収載
TW Tw 232 Tw232 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾄｰﾜｷｻﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 東和薬品 広範囲経口抗菌剤 0701中止 970711収載
TW Tw 233 Tw233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾗﾗｰｽ錠)
TW Tw 233 Tw233 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾗﾗｰｽ錠 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰ
TW Tw 234 Tw234 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾄﾍﾟﾝ錠200)

TW Tw 234 Tw234 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾍﾟﾝ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧品名(080620ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠
200mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
020705収載

TW Tw 235 Tw235 4mg：4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾄｰﾜｼﾞｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 東和薬品 Ca拮抗剤 050708収載
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TW Tw 236 Tw236 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｶﾐｰﾙ錠5 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持効性Ca拮抗剤 旧品名(080620ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ
錠5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)

TW Tw 236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持効性Ca拮抗剤 1101ﾋｰﾄ若干変更
TW Tw 237 Tw.237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘｼﾞﾝ錠200 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0303中止 950707収載
TW Tw 238 Tw238 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
TW Tw:239 Y-PER10 10:Tw239 Y-

PER10
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 東和薬品-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉

富薬品
消化管運動改善剤 0111中止 960705収載

TW Tw Tw240 7.5mg:7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾝﾄﾏｲﾘﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠7.5mg｢ﾄｰ

TW Tw 241 Tw241 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄桃 無 ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 東和薬品 酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠10)

TW Tw 242 Tw242 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆｶｾｰﾄ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品 脳代謝改善剤 9805中止 970711収載
TW Tw 242 ANI:Tw242 Y-ANI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆｶｾｰﾄ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 脳代謝改善剤 9805中止 970711収載
TW Tw 242:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 東和薬品 心身安定剤 101119収載
TW Tw 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾓｽﾀｰﾙ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 東和薬品 経口蛋白分解酵素阻害 960705収載
TW Tw 244 Tw244 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾌﾅﾝ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 血管拡張性β 1遮断剤 040709収載，商品名変更

（前：ｹﾌﾅﾝ錠10）に伴い
TW Tw 245 Tw245 2mg：2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾄｰﾜｼﾞｰﾙ錠2mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 東和薬品 Ca拮抗剤 030704収載
TW Tw 246：5 Tw246 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｹﾌﾅﾝ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 血管拡張性β 1遮断剤 040709収載
TW Tw 247 Tw247 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾛﾌﾄ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 東和薬品 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
TW Tw 250 Tw250 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(十字

割線)
淡赤褐 有 ﾅﾌﾟﾘｼﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg(ｷﾅﾌﾟﾘ

ﾙとして)
東和薬品 組織ACE阻害型降圧剤 0703中止 050708収載

TW Tw 250 Tw250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝL錠300｢ﾄｰ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 東和薬品 持続性脳微小循環改善 9909中止 980710収載
TW Tw:251 Tw251 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾉﾚｷｼﾉﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
東和薬品 消化器機能異常治療剤 960705収載

TW Tw:252 Tw252 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾝﾐﾙR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

東和薬品 徐放性不整脈治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｧﾝﾐﾙR錠)

TW Tw 253：10 Tw253 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄCR錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 持続性Ca拮抗薬-高血
圧・狭心症治療剤-

050708収載

TW Tw 254：20 Tw254 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄCR錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 持続性Ca拮抗薬-高血
圧・狭心症治療剤-

040709収載

TW Tw 255：40 Tw255 40mg：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄCR錠40mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 東和薬品 持続性Ca拮抗薬-高血
圧・狭心症治療剤-

050708収載

TW Tw 257 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄｰﾜ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

080704収載

TW Tw 263 Tw263 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 0911発売
TW Tw 270:8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠8mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤

(持続性Ca拮抗薬)
080704収載

TW Tw 271 Tw271 100:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞｽﾀｰSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 990709収載
TW Tw 272 Tw272 200:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞｽﾀｰSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 990709収載
TW Tw 273：10 Tw273 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 東和薬品・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
TW Tw 274：20 Tw274 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 東和薬品・日本ｹﾐﾌｧ 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
TW Tw 275 Tw275 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白～灰白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠「ﾄｰﾜ」10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

TW Tw 276 Tw276 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～灰白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠「ﾄｰﾜ」20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

TW Tw 277 Tw277 1mg：1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（十字
割線）

白 有 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠1mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg（無水物
として）

東和薬品 持続性ACE阻害剤 040709収載

TW Tw 278 Tw278 80mg：80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾚﾄﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
TW Tw 279：0.5 Tw279 0.5mg：0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠0.5mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg（無水

物として）
東和薬品 持続性ACE阻害剤 050708収載

TW Tw 291 Tw291 60mg:60mg 裸錠(徐放性) 白 有 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 東和薬品 Ca拮抗剤 091113収載
TW Tw 300:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｽﾌﾟｼﾞﾝ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
TW Tｗ 301 Tw301 50mg 糖衣錠 白 無 ｵﾙﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 自律神経賦活剤 0302頃本体ｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ変更
TW Tw 302 Tw302 25mg 糖衣錠 白 無 ﾄｽﾍﾟﾗｰﾙ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 東和薬品 抗めまい剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｽﾍﾟﾗｰﾙ錠)
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TW Tｗ 303 Tｗ303 50mg 糖衣錠 橙 無 ﾊﾞﾅｰﾙ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾅｰﾙE50)

TW Tw 304 Tw304 25mg 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵﾄｰﾜ錠25mg ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして）

東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｵﾄｰﾜ錠)
0804色変更(前:黄)

TW Tw 305 糖衣錠 白 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 精神神経用剤 0702中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾀﾞ
ｾﾞﾊﾟﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣)

TW Tw 306 Tw306 25mg 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東和薬品 抗血小板剤，冠循環改善
剤

03頃本体ｺｰﾄﾞ化，ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ変更

TW Tw 307 Tw.VB12･M500 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212頃迄) 0208刻
印追加 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TW Tw 307 Tw307 500μ g:500μ g 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 0212頃ﾋｰﾄ変更
TW Tw 308 Tw308 10mg:10mg 糖衣錠 橙黄 無 ﾗｻﾈﾝ錠･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣) 0208頃本体ｺｰﾄﾞ化，
記号変更

TW Tw 311 Tw311 25 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾌｧﾝﾄF錠25 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 980710収載
TW Tw 312 Tw312 糖衣錠 白 無 ﾆﾗﾝｺｰﾄ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症剤 0110中止 960705収載
TW Tw 313 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080704収載
TW Tw 314 Tw314 糖衣錠 白 無 ﾄｰﾌｧｰｹﾞﾝ錠 東和薬品 肝臓疾患用剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ

用薬
0110頃中止 960705収載

TW Tw 315 Tw315 100mg:100mg 糖衣錠 白 無 ﾏｲﾐﾁﾝ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢ﾄｰ

TW Tw 315 Y-MYM100:Tw315 100mg
Y-MYM100

糖衣錠 白 無 ﾏｲﾐﾁﾝ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0012中止 9904販売
980710収載

TW Tw 316 Tw316 10mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
TW Tw 317 Tw317 20mg 糖衣錠 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｽﾀｼﾞﾝ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
TW Tw 318 Tw318 10mg:10mg 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 Ca拮抗剤 1006ｺｰﾄﾞ変更
TW Tw 319 Tw319 20mg:20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 Ca拮抗剤 1004ｺｰﾄﾞ変更
TW Tw 321 Tw321 1mg:1mg 裸錠 白 有 ｴﾙﾒｻｯﾄ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 東和薬品 末梢循環障害改善剤 091113収載
TW Tw 327 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 090515収載
TW Tw 331:20 Tw331 20mg:20mg 裸錠 白 有 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠20mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg(無水物

として)
東和薬品 持続性ACE阻害剤 091113収載

TW Tw 332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

TW Tw 333:50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾘﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 高尿酸血症治療剤 101119収載
TW Tw 334 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠100mg｢

ﾄｰﾜ｣
塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 081107収載

TW Tw 351:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

TW Tw 352:3 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 101119収載
TW Tw 353:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

TW Tw 355:1 Tw355 1mg:1mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 東和薬品 抗精神病剤 091113収載
TW Tw 357:2 Tw357 2mg:2mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 東和薬品 抗精神病剤 091113収載
TW KW 391 裸錠 白 有 ﾃｵｽﾛｰL錠400 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 共和薬品工業 気管支拡張剤 0703中止 010706収載
TW Tw 396 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 東和薬品 循環機能改善剤 090515収載
TW Tw 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
TW Tw 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
TW Tw401 Tw401 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/薄黄

褐
ﾒｷﾄﾗｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 950707収載

TW Tw402 Tw402 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷﾄﾗｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 950707収載
TW Tw403 Tw403 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｴｸﾍﾟｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 東和薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰ
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TW Tw 405 Tw405 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 東和薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ10)

TW Tw406 300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(ｵｰﾊﾞ
ﾙ形)

淡黄透明 ｼｽﾚｺﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東和薬品 EPA製剤 980710収載

TW Tw407 Tw407 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾓｰﾌﾟﾗｽRｶﾌﾟｾﾙ ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 東和薬品 気管支喘息･脳血管障害
改善剤

99中止 980710収載

TW Tw408 Tw408 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
TW Tw409 Tw409 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 020705収載
TW Tw410 Tw410 Tw410 50mg：50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘｽﾞﾑｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 050610品名変更(前：ﾘｽﾞ

ﾑｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50)
TW Tw411 Tw411 45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 東和薬品 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載
TW Tw 413 Tw 413 Tw413 25mg：25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾘｽﾞﾑｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 東和薬品 不整脈治療剤 040709収載
TW Tw414 Tw414 Tw414 15mg：15mｇ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧品名(080620ﾗﾝｿﾌﾟﾗ

ｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢ﾄｰﾜ｣に
変更) 050708収載

TW Tw414 Tw414 Tw414 15mg：15mｇ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ15mg)

TW Tw415 Tw415 Tw415 30mg：30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧品名(080620ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢ﾄｰﾜ｣に
変更) 050708収載

TW Tw415 Tw415 Tw415 30mg：30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ30mg)

TW Tw416 Tw416 Tw416 75mg：75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｾﾀｰﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 050708収載
TW Tw417 Tw417 Tw417 13.5mg：13.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾋﾟﾛｰﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg 東和薬品 鎮痛・抗炎症剤 050708収載
TW Tw418 Tw418 Tw418 27mg：27mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄

緑
ｱﾝﾋﾟﾛｰﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg 東和薬品 鎮痛・抗炎症剤 050708収載

TW Tw 419 Tw 419 Tw419 1mg：1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｴﾒﾛﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050708収載
TW Tw 420 Tw 420 Tw420 2mg：2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾒﾛﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050708収載
TW Tw421 Tw421 Tw421 0.1mg:0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
050708収載

TW Tw422 Tw422 Tw422 0.2mg:0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

060707収載

TW Tw425  Tw425 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 070706収載
TW Tw426 Tw426

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｼﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載

TW Tw427  Tw427 Tw427 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ﾄｰ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0904ｺｰﾄﾞ追加
TW Tw428 Tw428

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0709中止 060707収載

TW Tw428  Tw428 Tw428 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤 除等） 06収載･販売され

ていたが特許上の問題
から07に中止されていた

TW Tw429  Tw429
mg:112.5 mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾄｰﾜ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 東和薬品 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載

TW Tw430  Tw430 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081107収載 ﾊﾞﾗのみ

TW Tw431  Tw431
mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｾﾀｰﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 081107収載

TW Tw432  Tw432 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 090515収載
TW Tw433  Tw433 Tw433 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 東和薬品 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 091113収載
TW Tw 434 Tw 434 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 東和薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
TW 3μ g:3μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1005発売
TW Tw 510:2.5 口腔内崩壊錠 淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤

持続性Ca拮抗剤
080704収載
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TW Tw:511
0.25mg

裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 東和薬品 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載

TW T w:512 裸錠(長円形) 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 東和薬品 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
TW Tw 513:5 口腔内崩壊錠 淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤

持続性Ca拮抗剤
080704収載

TW Tw 515:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
TW Tw 517:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
TW Tw 521:1 Tw521 1mg:1mg 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢

ﾄｰﾜ｣
塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 東和薬品 胆汁･腎排泄型ACE阻害

剤
091113収載

TW Tw 522:2 Tw522 2mg:2mg 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 東和薬品 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

TW Tw 523:4 Tw523 4mg:4mg 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 東和薬品 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

091113収載

TW Tw 524:100 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg
｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 100528収載

TW Tw 525:0.1 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

100528収載

TW Tw 527:0.2 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

100528収載

TW Tw 531:0.5 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠0.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
TW Tw 532:1 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
TW Tw 534 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 東和薬品 経口血糖降下剤 101119収載

TW Tw 701 Tw701 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟｷｻﾉﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし

東和薬品 広範囲経口抗菌剤 091113収載

TW Tw 710:250
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁｽﾀ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 東和薬品 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

0905ｺｰﾄﾞ変更

TW Tw：711 Tw711 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 濃黄 無 ﾌﾟﾛﾍﾟﾁﾙ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg 東和薬品 精神神経用剤 0209中止 9811販売(ﾒｸﾄ
より承継)

TW Tw 713 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｸﾓｰｽ錠小児用50mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 東和薬品 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載
TW Tw 714

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｸﾓｰｽ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 東和薬品 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

TW Tw 715
500mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ﾒﾁｽﾀ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 東和薬品 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

060707収載

TW Tw 717
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾎﾟｷｼﾑ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

TW Tw 720
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠250mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 東和薬品 経口血糖降下剤 070706収載

TW Tw721
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

TW Tw 724 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 消化管運動賦活剤 080704収載

TW Tw 725:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

TW Tw 727:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070706収載

TW Tw 730:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 090515収載

TW Tw:731 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

TW Tw 732 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

TW Tw 733:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TW Tw734:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

TW Tw 735:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載
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TW Tw 737:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

TW Tw 741:50 Tw741 50 mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 東和薬品 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TW Tw 742:100 Tw742 100 mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 東和薬品 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TW Tw 743:75 Tw743 75 mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-東和薬
品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

TW Tw 744:100 Tw744 100 mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg ｼｰｴｲﾁｵｰ新薬-東和薬
品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

TW Tw 745:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 東和薬品 前立腺癌治療剤 100528収載
TW Tw 751 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 東和薬品 消化管運動改善剤 101119収載
TW Tw 771:0.5 Tw771 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東和薬品 精神安定剤 1010ｺｰﾄﾞ変更
TW Tw 772:1 Tw772 1mg:1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 東和薬品 精神安定剤 1012ｺｰﾄﾞ変更
TW.AA Tw:AA Tw.AA 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｱﾝｷﾞ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 東和薬品 循環機能改善剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠100mg｢ﾄｰ
TW.AB Tw.AB100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｱﾘﾋﾞｾﾛﾝ錠100 ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 92中止
TW.ACPC Tw.ACPC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄淡紅/白 ｼｸﾗｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9109中止
TW.AJ Tw.AJ 糖衣錠 橙 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 92中止
TW.ALT Tw ALT Tw.ALT 裸錠 白 有 ｱﾙｻ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 東和薬品 胃炎，胃･十二指腸潰瘍

治療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｻ錠)

TW.AMP Tw.AMP250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ･C250｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9109中止
TW.AMX Tw AMX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

ﾄｰﾜ｣
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 1101ﾋｰﾄ若干変更

TW.APT Tw APT Tw.APT 裸錠 白 無 ｱｾﾞﾎﾟﾐｰﾙ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 東和薬品 動脈硬化用剤 93中止
TW.AR Tw AR Tw.AR 裸錠 白～淡黄白 無 ｱﾛﾘﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 東和薬品 高尿酸血症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾛﾘﾝ錠)
TW.AS Tw:AS 50 Tw.AS50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽｸｰﾙ錠50 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 α β 遮断剤 920710収載
TW.AS Tw:AS 100 Tw.AS100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽｸｰﾙ錠100 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 α β 遮断剤 920710収載
TW.AT Tw AT Tw.AT 裸錠 白 有 ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東和薬品 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝ錠)
TW.ATP Tw ATP Tw.ATP 糖衣錠 白 無 A･T･P腸溶錠｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 東和薬品 代謝性製剤
TW.BAPC BP 250 Tw.BAPC250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾍﾟﾙ錠250 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 95中止 920710収載
TW.BBT Tw BBT Tw.BBT 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(0706迄)
TW.BBT Tw.BBT200 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9310中止
TW.BP Tw:BP Tw.BP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾊﾞﾙﾌﾟﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
TW.BR Tw.BR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 東和薬品 酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ（03頃迄）
TW.BRC Tw.BRC Tw.BRC 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾚｸﾙｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ

ﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療剤
0806商品名変更(前:ﾌﾞﾚｸ
ﾙｽｶﾌﾟｾﾙ)

TW.BRC Tw.BRC Tw.BRC 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾚｸﾙｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療剤

0806商品名変更(前:ﾌﾞﾚｸ
ﾙｽｶﾌﾟｾﾙ)

TW.BS Tw BS Tw.BS 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀｾﾚﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 東和薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ
配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀｾﾚﾐﾝ錠)

TW.BTT Tw.BTT 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞｵﾄｰﾜ錠 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0211頃迄）
TW.CCL Tw CCL250 Tw.CCL250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾘｶﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 940708収載
TW.CDX Tw CDX250  Tw CDX250 Tw.CDX250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾄﾞﾙｾﾌｧﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 900713収載
TW.CED Tw.CED 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ｾﾑﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9109中止

TW.CEXT Tw.CEXT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ錠250｢ﾄｰﾜ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 92中止
TW.CFC Tw.CFC 250mg:250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

ﾄｰﾜ｣
ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 0812商品名変更(前:ｸﾛﾌｨ

ﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣)
TW.CFIX TW CFIX100 Tw.CFIX100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾｷｼﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0701中止 020705収載
TW.CL Tw CL Tw.CL 裸錠 黄 有 ｸﾘﾅｯｸｽ錠 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0703中止 920710収載
TW.CNC Tw.CNC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ･C｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 東和薬品 脳血流促進剤 94中止
TW.COB Tw.COB12C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ｺﾊﾞﾗｴｰｽC ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 92中止
TW.CST Tw:CS Tw.CST100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾚﾝｿｰﾙ錠･100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0703中止 86本体追加
TW.CYC Tw.CYC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/類白 ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄC｢ﾄｰﾜ｣ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 東和薬品 脳･末梢循環改善剤 94中止
TW.CZ Tw CZ Tw.CZ 裸錠 淡褐 無 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 東和薬品 骨格筋弛緩剤 92中止
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TW.D Tw.D3 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TW.D Tw.D3 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TW.D Tw.D3 1.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TW.D.L Tw D.L Tw.D.L 裸錠 白(薄灰～淡

黄の斑点)
無 ｼﾞｱｾﾗL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｱｾﾗL錠)
TW.DN Tw DN  Tw DN Tw.DN 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 子宮内膜症治療剤 旧品名(080620ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶ

ﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
TW.DN Tw DN  Tw DN Tw.DN 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 子宮内膜症・乳腺症治療

剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞﾅﾝｶﾌﾟｾﾙ

TW.DOTC Tw.DOTC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ･C｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 93中止
TW.DP Tw DP2 Tw.DP2 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 東和薬品 抗不安剤 1978発売
TW.DP Tw DP5 Tw.DP5 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 抗不安剤
TW.DR Tw DR Tw.DR 2.5mg:2.5mg 裸錠 白～微帯黄

又は微帯褐
有 ﾃﾞﾊﾟﾛ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 東和薬品 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0812商品名変更(前:ﾃﾞﾊﾟ

ﾛ錠)
TW.DS Tw.DS300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾑｽﾄﾗﾝ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 東和薬品 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 92中止
TW.ECT Tw EC Tw.ECT 糖衣錠 白 無 ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 東和薬品 去痰･粘膜正常化剤 94中止
TW.EH Tw.EH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾊｲﾝ錠 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 東和薬品 血圧降下剤 94中止
TW.EL Tw.EL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 東和薬品 脂質代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ（0211頃迄）

900713収載
TW.ELT Tw ELT Tw.ELT 裸錠 淡黄 有 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 東和薬品 循環増強剤 0605中止
TW.ENC Tw.ENC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｴﾝﾃﾗｰｾﾞ･C 東和薬品 消化酵素剤 8910中止
TW.ENT Tw.ENT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾃﾗｰｾﾞ錠 東和薬品 消化酵素剤 95中止
TW.ET Tw:0.5 Tw.ET0.5 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東和薬品 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(1010迄) 920710

収載
TW.ET Tw:1 Tw.ET1.0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 東和薬品 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(1012迄) 920710

収載
TW.EZC Tw.EZC Tw.EZC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/淡黄透明 ｴﾝﾃｻﾞｲﾑSｶﾌﾟｾﾙ 東和薬品 消化酵素剤 94中止
TW.EZC Tw.EZC Tw.EZC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/淡黄透明 ｴﾝﾃｻﾞｲﾑSｶﾌﾟｾﾙ 東和薬品 消化酵素剤 94中止
TW.FAD Tw.FAD 糖衣錠 橙 無 F･A･D錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 94中止
TW.FAD Tw.FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄）
TW.FLT Tw FLT Tw.FLT 裸錠 淡桃 有 ﾌﾙﾄﾘｱ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 東和薬品 降圧利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾙﾄﾘｱ錠)
TW.FN Tw FN Tw.FN 100mg 裸錠 白 有 ﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 東和薬品 鎮咳剤 旧品名(080620ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐ

ﾝ塩酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ｣
に変更)

TW.FN Tw FN Tw.FN 100mg 裸錠 白 有 ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ塩酸塩錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 東和薬品 鎮咳剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰ

TW.FOM Tw FOM500  Tw
FOM500

Tw.FOM 500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ500mg ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 東和薬品 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ
500)

TW.FRT Tw FRT Tw.FRT 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 東和薬品 利尿剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾄｰ
ﾜ｣)

TW.GL Tw.GL 裸錠 白 有 ｸﾞﾛｰｼﾞﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 東和薬品 気管支拡張剤 9010中止
TW.GST Tw GST Tw.GST 40:40 裸錠 白 無 ｶﾞｽｻｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 東和薬品 消化器内ｶﾞｽ駆除剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞｽｻｰﾙ)
9904再販売，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 95中止

TW.GT Tw.GT 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠50｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 東和薬品 解毒剤 92中止
TW.HC Tw.HC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ ｸﾏﾛｰﾄ･C ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 東和薬品 胆道機能改善剤 94中止
TW.HP Tw HP Tw.HP 裸錠 白 有 ﾋｽﾎﾟﾗﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 東和薬品 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋｽﾎﾟﾗﾝ錠)
TW.HVT Tw HVT Tw.HVT 裸錠 淡黄 有 ﾍｷｻV ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 東和薬品 末梢血管拡張剤 94中止
TW.IB Tw:IB Tw.IB 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠）
TW.IB Tw:IB 20 Tw.IB20 20mg：20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠20）
TW.IC Tw.IC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9208中止
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TW.IP Tw IP Tw.IP 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲﾃｵﾊﾟﾝ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠75mg｢
ﾄｰﾜ｣) 0207本体ｺｰﾄﾞ化

TW.JCT Tw JCT Tw.JCT 裸錠 淡褐 無 ｼﾞｸｽﾛﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 東和薬品 合成抗菌剤 92中止
TW.KNT Tw KNT Tw.KNT 裸錠 白 有 ｺｽﾐﾅｰﾙ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 東和薬品 抗精神病剤 95中止
TW.KPC Tw.KPC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾌﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 92中止
TW.LC Tw.LC 糖衣錠 桃 無 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 東和薬品 強心剤 92中止
TW.LFT Tw LFT Tw.LFT 裸錠 橙黄 有 ﾗｸﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 東和薬品 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 94中止
TW.LKT Tw.LKT 糖衣錠 白 無 ﾚｯﾄｺｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 東和薬品 抗不安剤 94中止
TW.LM Tw LM Tw.LM 2 裸錠 白 有 ｴﾙﾒｻｯﾄ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 東和薬品 脳･末梢循環障害改善剤 舌下錠
TW.LO Tw LO TwLO 5mg:5mg 糖衣錠 白 無 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 心身安定剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾐﾆｱﾝ錠5)
TW.LORS Tw:LORS Tw.LORS 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾙｽﾀｰ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾄｰ
TW.LY Tw L10 Tw.LY10 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 東和薬品 消炎酵素剤 92中止
TW.LZ Tw Z0.5 Tw.LZ0.5 裸錠 白 無 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 東和薬品 抗不安剤
TW.LZ Tw Z1 Tw.LZ1.0 裸錠 白 有 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1.0｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 東和薬品 抗不安剤
TW.MC Tw MC Tw.MC 裸錠 淡橙 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 東和薬品 降圧利尿剤 94中止
TW.MCT Tw.MCT 糖衣錠 黄 無 ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 東和薬品 気道粘液溶解剤 9208中止
TW.MINO Tw:M50 Tw.MINO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 950707収載
TW.MNT Tw M12 Tw.MNT12 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･12 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 東和薬品 めまい治療剤
TW.MR Tw.MR 糖衣錠 白 無 ｴﾏﾗﾝﾄ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 94中止
TW.MYC TwMYC  TwMYC Tw.MYC 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾏｲｶｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 東和薬品 抗炎症性解熱鎮痛剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏｲｶｻｰﾙｶﾌﾟｾ
TW.NC Tw NC Tw.NC 裸錠 白 有 ﾆｺﾓｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 東和薬品 脂質代謝･末梢血行改善

剤
TW.NE Tw.NE  Tw.NE Tw.NE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾊﾞﾅｰﾙNｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 微小循環系賦活剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞﾅｰﾙN100)
TW.NF Tw.NF 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾄｰﾜﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0412中止

TW.NF.L Tw:10 Tw.NF.L10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠10）

TW.NF.L Tw:20 Tw.NF.L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠）

TW.NLT Tw NLT Tw.NLT 裸錠 白 有 ﾆｭｰﾄﾗｲﾄﾞ錠25mg ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 東和薬品 降圧利尿剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｭｰﾄﾗｲﾄﾞ錠)

TW.NS Tw 10 Tw.NS10:10 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1006迄) 900713
収載

TW.NS Tw 20 Tw.NS20:20 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 900713
収載

TW.NT Tw NT Tw.NT 5mg 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠
「ﾄｰﾜ｣)

TW.OP Tw.OP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｿﾌｧﾘｺｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 東和薬品 冠血管拡張剤 94中止
TW.ORT Tw.ORT50 糖衣錠 白 無 ｵﾙﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 自律神経賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ（0302迄）
TW.OXA Tw OXA Tw.OXA 裸錠 白 無 ｵｷｻﾁﾘﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ 940708収載
TW.OZ Tw.OZ5 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠5｢ﾄｰﾜ｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 東和薬品 抗不安剤 93中止
TW.OZ Tw.OZ10 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠10｢ﾄｰﾜ｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 東和薬品 抗不安剤 94中止
TW.P.S P.S Tw.P.S 5mg:5mg 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 東和薬品 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0612商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ

ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣)
TW.PA Tw:PA Tw.PA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾍﾟﾛﾃｰﾄ錠250 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 東和薬品 合成抗菌剤 0711中止
TW.PAL Tw.PAL 10 Tw.PAL10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾊﾟﾙﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 鎮痛消炎剤 900713収載
TW.PAL Tw.PAL 10 Tw.PAL10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾊﾟﾙﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 鎮痛消炎剤 900713収載
TW.PAL Tw.PAL 20 Tw.PAL20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾊﾟﾙﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 東和薬品 鎮痛消炎剤 900713収載
TW.PAL Tw.PAL 20 Tw.PAL20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾊﾟﾙﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 東和薬品 鎮痛消炎剤 900713収載
TW.PD Tw PD Tw.PD 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 高血圧･狭心症・頻脈治

療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢
ﾄｰﾜ｣)
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TW.PES Tw PES Tw.PES 裸錠 白～微褐白 有 ﾍﾟｼﾛﾝ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

東和薬品 腫脹緩解酵素剤 0303中止 950707収載

TW.PEX 50:Tw.PEX50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ﾍﾟｸｽﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東和薬品 組織修復性抗潰瘍剤 95中止
TW.PEX 100:Tw.PEX100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ﾍﾟｸｽﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東和薬品 組織修復性抗潰瘍剤 95中止
TW.PF Tw.PF 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品 微小循環改善剤 9909中止
TW.PMC Tw.PMC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸ｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 東和薬品 合成抗菌剤 92中止
TW.PN Tw PN Tw.PN 耳:P･N Tab 糖衣錠 白 無 P.N錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 東和薬品 肝臓機能障害治療剤
TW.PP Tw PP Tw.PP 10 裸錠 白 有 ｿﾗｼﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 高血圧・狭心症・不整脈

治療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾗｼﾛｰﾙ錠)

TW.PRT Tw.PRT12.5 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 東和薬品 冠循環拡張剤 94中止
TW.PRT Tw.PRT25 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東和薬品 抗血小板剤，冠循環改善

剤
旧ｺｰﾄﾞ（03頃迄）

TW.PRT Tw 204 Tw.PRT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0304頃迄) 0211頃
本体ｺｰﾄﾞ化 940708収載

TW.PZ Tw:PZ Tw.PZ 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟｾﾞﾗﾝ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg
｢ﾄｰﾜ｣)

TW.Q Tw.Q5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾗｻﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ･5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東和薬品 代謝性強心剤 94中止
TW.Q Tw.Q10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾗｻﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 95中止
TW.QT Tw.QT10 糖衣錠 橙黄 無 ﾗｻﾈﾝ錠･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 旧ｺｰﾄﾞ（0208頃迄）
TW.RANT Tw RANT Tw.RANT 25mg 裸錠 白 有 ﾗﾝｸﾘｯｸ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 東和薬品 胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗﾝｸﾘｯｸ錠)
TW.RANT Tw RANT Tw.RANT 25mg 裸錠 白 有 ﾗﾝｸﾘｯｸ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 東和薬品 胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗﾝｸﾘｯｸ錠)
TW.RES Tw.RES 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
TW.RTN Tw.RTN30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾚｯﾃﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 東和薬品 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9310中止
TW.RTN Tw.RTN60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｯﾃﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 東和薬品 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 95中止
TW.SD Tw.SD Tw.SD 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾃﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｽﾌﾟ

ﾃﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ)
TW.SIG Tw.SIG Tw.SIG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｼｸﾞﾏﾋﾞﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ 東和薬品 神経･筋機能賦活剤 900713収載
TW.SIG Tw.SIG Tw.SIG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｼｸﾞﾏﾋﾞﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ 東和薬品 神経･筋機能賦活剤 900713収載
TW.SK Tw SK Tw.SK 裸錠 白 有 ｾｷﾅﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 東和薬品 閉塞性気道疾患用剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｷﾅﾘﾝ錠)
TW.SMT Tw SMT Tw.SMT 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾀﾝ 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 東和薬品 自律神経用剤 0511中止 0211本体ｺｰﾄﾞ
TW.SN Tw SN Tw.SN 30mg：30mg 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 東和薬品 抗Ca性循環増強剤 040709収載，品名変更に

伴う（前：ｾﾚｽﾅｯﾄ錠）
TW.SN Tw SN:60 Tw.SN60：60mg 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 東和薬品 抗Ca性循環増強剤 中止 950707収載
TW.SP Tw:SP 20 Tw.SP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾌﾟｾﾛﾝ錠20 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
920710収載

TW.SP Tw:SP 40 Tw.SP40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾌﾟｾﾛﾝ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

920710収載

TW.SPC TwSPC Tw.SPC 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾀﾏｸﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 抗潰瘍剤，精神神経用剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢

TW.SPL Tw SPL50 Tw.SPL50 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠50｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 東和薬品 利尿降圧剤 9310中止
TW.SS Tw:SS Tw.SS50 50U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｻｲﾓﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 東和薬品 循環器用剤 010907収載(規格表示変

更)
TW.TAPC Tw.TAPC125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾌﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9006中止

TW.TAPC Tw.TAPC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾌﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9010中止

TW.TD Tw:TD Tw.TD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾝﾀﾞｻﾞｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 東和薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 94中止
TW.TDS Tw.TDS10 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲﾁｱ10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
TW.TM Tw:TM 25 Tw.TM25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾜﾐﾝ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 東和薬品 β 遮断剤 920710収載
TW.TM Tw:TM 50 Tw.TM50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾜﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 β 遮断剤 920710収載
TW.TMT Tw TMT Tw.TMT 3mg 裸錠 白 有 ﾄｽﾒﾘｱﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 東和薬品 気管支拡張剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｽﾒﾘｱﾝ錠)
TW.TP Tw.TP 糖衣錠 白 無 ｻｲﾉﾙﾑ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東和薬品 抗痙縮剤 93中止
TW.TP Tw:TP Tw.TP100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾉﾙﾑ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 東和薬品 抗痙縮剤
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TW.TR Tw.TR0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾄﾙｼﾄﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
TW.TR Tw.TR0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐 ﾄﾙｼﾄﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
TW.TRT Tw.TRT 糖衣錠 白 無 ﾄｽﾍﾟﾗｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 東和薬品 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ（0211頃迄）
TW.TST Saal Tw.TST 裸錠 白 無 ﾄｰﾜｻｰﾙ錠 東和薬品 解熱鎮痛剤 94中止
TW.US Tw US Tw.US 100 裸錠 白 有 ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 091113収載(商品名変更

に伴い，前:ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠
100)

TW.VB Tw B10 Tw.VB6-P-10
耳:Tw.VB6-P-10

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

TW.VB Tw B30 Tw.VB6-P-30
耳:Tw.VB6-P-30

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

TW.VB Tw VB12M Tw.VB12･M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤
TW.VB Tw 307 Tw.VB12･M500 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212頃迄) 0208刻

印追加 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TW.VK Tw VK1 Tw.VK1 裸錠 淡黄 有 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 94中止
TWAA Tw:AA Tw.AA 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｱﾝｷﾞ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 東和薬品 循環機能改善剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠100mg｢ﾄｰ
TWAB Tw.AB100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｱﾘﾋﾞｾﾛﾝ錠100 ﾒﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 92中止
TWAC Tw AC 糖衣錠 薄橙 無 ｱﾛﾁﾉﾝ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉﾝ錠)

TWACPC Tw.ACPC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄淡紅/白 ｼｸﾗｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9109中止
TWAJ Tw.AJ 糖衣錠 橙 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 92中止
TWALT Tw ALT Tw.ALT 裸錠 白 有 ｱﾙｻ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg 東和薬品 胃炎，胃･十二指腸潰瘍

治療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙｻ錠)

TWAMP Tw.AMP250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ･C250｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9109中止
TWAMX Tw AMX 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

ﾄｰﾜ｣
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 1101ﾋｰﾄ若干変更

TWAPT Tw APT Tw.APT 裸錠 白 無 ｱｾﾞﾎﾟﾐｰﾙ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 東和薬品 動脈硬化用剤 93中止
TWAR Tw AR Tw.AR 裸錠 白～淡黄白 無 ｱﾛﾘﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 東和薬品 高尿酸血症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾛﾘﾝ錠)
TWAS Tw AS

20mg
糖衣錠 白 無 ｱﾛｽﾄｰﾜ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 東和薬品 筋緊張性疾患治療剤

加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｱﾛｽﾄｰﾜ錠)

TWAS Tw:AS 50 Tw.AS50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽｸｰﾙ錠50 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 α β 遮断剤 920710収載
TWAS Tw:AS 100 Tw.AS100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽｸｰﾙ錠100 塩酸ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 α β 遮断剤 920710収載
TWAT Tw AT Tw.AT 裸錠 白 有 ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東和薬品 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝ錠)
TWATP Tw ATP Tw.ATP 糖衣錠 白 無 A･T･P腸溶錠｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 東和薬品 代謝性製剤
TWB Tw B10 Tw.VB6-P-10

耳:Tw.VB6-P-10
糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

TWB Tw B30 Tw.VB6-P-30
耳:Tw.VB6-P-30

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

TWBAPC BP 250 Tw.BAPC250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾍﾟﾙ錠250 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 95中止 920710収載
TWBBT Tw BBT Tw.BBT 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(0706迄)
TWBBT Tw.BBT200 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9310中止
TWBP Tw:BP Tw.BP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾊﾞﾙﾌﾟﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
TWBR Tw.BR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｻﾞﾛｲﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 東和薬品 酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ（03頃迄）
TWBRC Tw.BRC Tw.BRC 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾚｸﾙｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ

ﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療剤
0806商品名変更(前:ﾌﾞﾚｸ
ﾙｽｶﾌﾟｾﾙ)

TWBS Tw BS Tw.BS 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀｾﾚﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 東和薬品 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ
配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾀｾﾚﾐﾝ錠)

TWBTT Tw.BTT 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞｵﾄｰﾜ錠 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0211頃迄）
TWCCL Tw CCL250 Tw.CCL250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾘｶﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 940708収載
TWCDX Tw CDX250  Tw CDX250 Tw.CDX250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾄﾞﾙｾﾌｧﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 900713収載
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TWCE Tw CE TwCE 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙｺﾞﾁﾝS錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東和薬品 脳循環･代謝改善剤 旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾆｾﾙｺﾞﾘ
ﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣) 東和のｾ
ﾙｺﾞﾁﾝ錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ，中止)
とｺｰﾄﾞ同じ

TWCE Tw CE Tw CE 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙｺﾞﾁﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 東和薬品 脳循環･代謝改善剤 9806中止 東和のｾﾙｺﾞﾁﾝ
S錠(ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ)とｺｰﾄﾞ同じ

TWCED Tw.CED 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ｾﾑﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9109中止

TWCEX Tw CEX250 Tw.CEX250 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/類白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ･C｢ﾄｰﾜ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質製剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ｾﾌｧﾚｷ
ｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣)

TWCEX Tw CEX250 Tw.CEX250 250mg:250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/類白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ･C｢ﾄｰﾜ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質製剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ｾﾌｧﾚｷ
ｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣)

TWCEXT Tw.CEXT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ錠250｢ﾄｰﾜ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 東和薬品 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 92中止
TWCFC Tw.CFC 250mg:250mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

ﾄｰﾜ｣
ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 0812商品名変更(前:ｸﾛﾌｨ

ﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣)
TWCFIX TW CFIX100 Tw.CFIX100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾｷｼﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0701中止 020705収載
TWCL Tw CL Tw.CL 裸錠 黄 有 ｸﾘﾅｯｸｽ錠 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0703中止 920710収載
TWCNC Tw.CNC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ･C｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 東和薬品 脳血流促進剤 94中止
TWCOBC Tw.COB12C 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ｺﾊﾞﾗｴｰｽC ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 92中止
TWCS Tw:CS Tw.CST100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾚﾝｿｰﾙ錠･100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0703中止 86本体追加
TWCST Tw:CS Tw.CST100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾚﾝｿｰﾙ錠･100 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 0703中止 86本体追加
TWCYC Tw.CYC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/類白 ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄC｢ﾄｰﾜ｣ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 東和薬品 脳･末梢循環改善剤 94中止
TWCZ Tw CZ Tw.CZ 裸錠 淡褐 無 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 東和薬品 骨格筋弛緩剤 92中止
TWD Tw.D3 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TWD Tw.D3 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TWD Tw.D3 1.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TWD Tw.D3 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TWD Tw.D3 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TWD Tw.D3 1.0 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
TWD.L Tw D.L Tw.D.L 裸錠 白(薄灰～淡

黄の斑点)
無 ｼﾞｱｾﾗL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｼﾞｱｾﾗL錠)
TWDG Tw DG 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 東和薬品 経口血糖降下剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠)
9304変更(ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊ
ｲﾑより承継)

TWDL Tw D.L Tw.D.L 裸錠 白(薄灰～淡
黄の斑点)

無 ｼﾞｱｾﾗL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｱｾﾗL錠)

TWDN Tw DN  Tw DN Tw.DN 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 子宮内膜症治療剤 旧品名(080620ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)

TWDN Tw DN  Tw DN Tw.DN 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東和薬品 子宮内膜症・乳腺症治療
剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞﾅﾝｶﾌﾟｾﾙ

TWDOTC Tw.DOTC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ･C｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 93中止
TWDP Tw DP2 Tw.DP2 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 東和薬品 抗不安剤 1978発売
TWDP Tw DP2 Tw.DP2 裸錠 白 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 東和薬品 抗不安剤 1978発売
TWDP Tw DP5 Tw.DP5 裸錠 黄 有 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ﾄｰﾜ｣ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 抗不安剤
TWDR Tw DR Tw.DR 2.5mg:2.5mg 裸錠 白～微帯黄

又は微帯褐
有 ﾃﾞﾊﾟﾛ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 東和薬品 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0812商品名変更(前:ﾃﾞﾊﾟ

ﾛ錠)
TWDS Tw.DS300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾑｽﾄﾗﾝ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 東和薬品 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 92中止
TWEC Tw EC Tw.ECT 糖衣錠 白 無 ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 東和薬品 去痰･粘膜正常化剤 94中止
TWECT Tw EC Tw.ECT 糖衣錠 白 無 ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 東和薬品 去痰･粘膜正常化剤 94中止
TWEH Tw.EH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾊｲﾝ錠 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 東和薬品 血圧降下剤 94中止
TWEL Tw.EL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾓﾅｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 東和薬品 脂質代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ（0211頃迄）

900713収載
TWELT Tw ELT Tw.ELT 裸錠 淡黄 有 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 東和薬品 循環増強剤 0605中止
TWENC Tw.ENC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｴﾝﾃﾗｰｾﾞ･C 東和薬品 消化酵素剤 8910中止
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TWENT Tw.ENT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾃﾗｰｾﾞ錠 東和薬品 消化酵素剤 95中止
TWET Tw:0.5 Tw.ET0.5 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東和薬品 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(1010迄) 920710

収載
TWET Tw:1 Tw.ET1.0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｶｰﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 東和薬品 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(1012迄) 920710

収載
TWEZC Tw.EZC Tw.EZC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/淡黄透明 ｴﾝﾃｻﾞｲﾑSｶﾌﾟｾﾙ 東和薬品 消化酵素剤 94中止
TWFAD Tw.FAD 糖衣錠 橙 無 F･A･D錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 94中止
TWFAD Tw.FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄）
TWFLT Tw FLT Tw.FLT 裸錠 淡桃 有 ﾌﾙﾄﾘｱ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 東和薬品 降圧利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾙﾄﾘｱ錠)
TWFN Tw FN Tw.FN 100mg 裸錠 白 有 ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ塩酸塩錠

100mg｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 東和薬品 鎮咳剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰ
TWFN Tw FN Tw.FN 100mg 裸錠 白 有 ﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 東和薬品 鎮咳剤 旧品名(080620ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐ

ﾝ塩酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ｣
に変更)

TWFOM Tw FOM500  Tw
FOM500

Tw.FOM 500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ500mg ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 東和薬品 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎｽﾏｲｶﾌﾟｾﾙ
500)

TWFRT Tw FRT Tw.FRT 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 東和薬品 利尿剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠｢ﾄｰ
ﾜ｣)

TWGL Tw.GL 裸錠 白 有 ｸﾞﾛｰｼﾞﾝ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 東和薬品 気管支拡張剤 9010中止
TWGST Tw GST Tw.GST 40:40 裸錠 白 無 ｶﾞｽｻｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 東和薬品 消化器内ｶﾞｽ駆除剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞｽｻｰﾙ)
9904再販売，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 95中止

TWGT Tw.GT 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠50｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 東和薬品 解毒剤 92中止
TWHC Tw.HC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ ｸﾏﾛｰﾄ･C ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 東和薬品 胆道機能改善剤 94中止
TWHP Tw HP Tw.HP 裸錠 白 有 ﾋｽﾎﾟﾗﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 東和薬品 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋｽﾎﾟﾗﾝ錠)
TWHVT Tw HVT Tw.HVT 裸錠 淡黄 有 ﾍｷｻV ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 東和薬品 末梢血管拡張剤 94中止
TWIB Tw:IB Tw.IB 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠）
TWIB Tw:IB Tw.IB 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠）
TWIB Tw:IB 20 Tw.IB20 20mg：20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 東和薬品 脳循環代謝改善剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｲﾌﾞﾛﾉｰﾙ錠20）
TWIC Tw.IC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 東和薬品 解熱鎮痛消炎剤 9208中止
TWIP Tw IP Tw.IP 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｲﾃｵﾊﾟﾝ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 東和薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧品名(071221迄，新品

名:ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠75mg｢
ﾄｰﾜ｣) 0207本体ｺｰﾄﾞ化

TWIP R 119 R119 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾐﾔ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 龍角散 β 遮断剤 9512中止 920710収載
TWJCT Tw JCT Tw.JCT 裸錠 淡褐 無 ｼﾞｸｽﾛﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 東和薬品 合成抗菌剤 92中止
TWKNT Tw KNT Tw.KNT 裸錠 白 有 ｺｽﾐﾅｰﾙ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 東和薬品 抗精神病剤 95中止
TWKPC Tw.KPC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄﾌﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 東和薬品 消炎鎮痛剤 92中止
TWL Tw L10 Tw.LY10 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 東和薬品 消炎酵素剤 92中止
TWL Tw L30

30mg
裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤

収載(商品名変更に伴
い，前:塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30･

TWL Tw L90
90mg

裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤
品名変更(塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠
90｢ﾄｰﾜ｣)

TWLC Tw.LC 糖衣錠 桃 無 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 東和薬品 強心剤 92中止
TWLFT Tw LFT Tw.LFT 裸錠 橙黄 有 ﾗｸﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 東和薬品 脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 94中止
TWLKT Tw.LKT 糖衣錠 白 無 ﾚｯﾄｺｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 東和薬品 抗不安剤 94中止
TWLM Tw LM Tw.LM 2 裸錠 白 有 ｴﾙﾒｻｯﾄ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 東和薬品 脳･末梢循環障害改善剤 舌下錠
TWLO Tw LO TwLO 5mg:5mg 糖衣錠 白 無 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 心身安定剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾐﾆｱﾝ錠5)
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TWLO Tw LO Tw LO 5mg 糖衣錠 白 無 ﾛﾐﾆｱﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 心身安定剤 旧品名(080620ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟ
ﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣に変更)
960705収載

TWLORS Tw:LORS Tw.LORS 250mg:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛﾙｽﾀｰ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 東和薬品 高脂質血症治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾄｰ

TWLY Tw L10 Tw.LY10 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 東和薬品 消炎酵素剤 92中止
TWLY Tw L30

30mg
裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤

収載(商品名変更に伴
い，前:塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30･

TWLY Tw L90
90mg

裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 東和薬品 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤
品名変更(塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠
90｢ﾄｰﾜ｣)

TWLZ Tw Z0.5 Tw.LZ0.5 裸錠 白 無 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 東和薬品 抗不安剤
TWLZ Tw Z1 Tw.LZ1.0 裸錠 白 有 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1.0｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 東和薬品 抗不安剤
TWM Tw M6 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 東和薬品 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･

TWM Tw M12 Tw.MNT12 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･12 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 東和薬品 めまい治療剤
TWM TwM 15 mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 東和薬品 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2

剤
080704収載

TWM Tw:M50 Tw.MINO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 950707収載
TWM Tw:M 100

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質

TWMC Tw MC Tw.MC 裸錠 淡橙 有 ﾒﾁｸﾗﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 東和薬品 降圧利尿剤 94中止
TWMCT Tw.MCT 糖衣錠 黄 無 ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 東和薬品 気道粘液溶解剤 9208中止
TWMINO Tw:M50 Tw.MINO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 950707収載
TWMINO Tw:M 100

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾄｰﾜ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 東和薬品 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質

TWMNT Tw M12 Tw.MNT12 裸錠 白 有 ﾒﾆﾀｼﾞﾝ錠･12 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 東和薬品 めまい治療剤
TWMR Tw.MR 糖衣錠 白 無 ｴﾏﾗﾝﾄ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 94中止
TWMT Tw:MT

250mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁｽﾀ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 東和薬品 気道粘膜調整･粘膜正常

化剤
旧ｺｰﾄﾞ(0905迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾒﾁｽﾀ錠)

TWMYC TwMYC  TwMYC Tw.MYC 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾏｲｶｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 東和薬品 抗炎症性解熱鎮痛剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｲｶｻｰﾙｶﾌﾟｾ

TWMZ Tw 305 糖衣錠 白 無 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 精神神経用剤 0702中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾀﾞ
ｾﾞﾊﾟﾑ錠｢ﾄｰﾜ｣)

TWNC Tw NC Tw.NC 裸錠 白 有 ﾆｺﾓｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 東和薬品 脂質代謝･末梢血行改善
剤

TWNE Tw.NE  Tw.NE Tw.NE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾊﾞﾅｰﾙNｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 微小循環系賦活剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾅｰﾙN100)

TWNF Tw.NF 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾄｰﾜﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0412中止

TWNFL Tw:10 Tw.NF.L10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠10）

TWNFL Tw:20 Tw.NF.L20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾄｰﾜﾗｰﾄL錠）

TWNLT Tw NLT Tw.NLT 裸錠 白 有 ﾆｭｰﾄﾗｲﾄﾞ錠25mg ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 東和薬品 降圧利尿剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆｭｰﾄﾗｲﾄﾞ錠)

TWNS Tw 10 Tw.NS10:10 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠10 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東和薬品 Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1006迄) 900713
収載

TWNS Tw 20 Tw.NS20:20 糖衣錠 白 無 ﾆｽﾀｼﾞｰﾙ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 東和薬品 Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 900713
収載

TWNT Tw NT Tw.NT 5mg 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 東和薬品 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠
「ﾄｰﾜ｣)

TWOP Tw.OP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｿﾌｧﾘｺｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 東和薬品 冠血管拡張剤 94中止
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TWORT Tw.ORT50 糖衣錠 白 無 ｵﾙﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 自律神経賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ（0302迄）
TWOXA Tw OXA Tw.OXA 裸錠 白 無 ｵｷｻﾁﾘﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ 940708収載
TWOZ Tw.OZ5 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠5｢ﾄｰﾜ｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 東和薬品 抗不安剤 93中止
TWOZ Tw.OZ10 糖衣錠 白 無 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ錠10｢ﾄｰﾜ｣ ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 東和薬品 抗不安剤 94中止
TWPA Tw:PA Tw.PA ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾍﾟﾛﾃｰﾄ錠250 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 東和薬品 合成抗菌剤 0711中止
TWPAL Tw.PAL 10 Tw.PAL10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾊﾟﾙﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 鎮痛消炎剤 900713収載
TWPAL Tw.PAL 20 Tw.PAL20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾊﾟﾙﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 東和薬品 鎮痛消炎剤 900713収載
TWPD Tw PD Tw.PD 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東和薬品 高血圧･狭心症・頻脈治

療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢
ﾄｰﾜ｣)

TWPES Tw PES Tw.PES 裸錠 白～微褐白 有 ﾍﾟｼﾛﾝ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

東和薬品 腫脹緩解酵素剤 0303中止 950707収載

TWPEX 50:Tw.PEX50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ﾍﾟｸｽﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東和薬品 組織修復性抗潰瘍剤 95中止
TWPEX 100:Tw.PEX100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ﾍﾟｸｽﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東和薬品 組織修復性抗潰瘍剤 95中止
TWPF Tw.PF 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品 微小循環改善剤 9909中止
TWPMC Tw.PMC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸ｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 東和薬品 合成抗菌剤 92中止
TWPN Tw PN Tw.PN 耳:P･N Tab 糖衣錠 白 無 P.N錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 東和薬品 肝臓機能障害治療剤
TWPP Tw PP Tw.PP 10 裸錠 白 有 ｿﾗｼﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 高血圧・狭心症・不整脈

治療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾗｼﾛｰﾙ錠)

TWPP Tw PP Tw.PP 10 裸錠 白 有 ｿﾗｼﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 東和薬品 高血圧・狭心症・不整脈
治療剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾗｼﾛｰﾙ錠)

TWPRT Tw.PRT12.5 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 東和薬品 冠循環拡張剤 94中止
TWPRT Tw.PRT25 糖衣錠 淡赤 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東和薬品 抗血小板剤，冠循環改善

剤
旧ｺｰﾄﾞ（03頃迄）

TWPRT Tw 204 Tw.PRT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾟﾛｱﾝ錠100 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0304頃迄) 0211頃
本体ｺｰﾄﾞ化 940708収載

TWPS P.S Tw.P.S 5mg:5mg 裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 東和薬品 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0612商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣)

TWPT Tw:PT
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾟﾁｭﾅ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 0606商品名変更(前:ﾊﾟﾁｭ
ﾅ錠) 900713収載

TWPZ Tw:PZ Tw.PZ 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟｾﾞﾗﾝ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg
｢ﾄｰﾜ｣)

TWQ Tw.Q5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾗｻﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ･5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東和薬品 代謝性強心剤 94中止
TWQ Tw.Q10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾗｻﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 95中止
TWQT Tw.QT10 糖衣錠 橙黄 無 ﾗｻﾈﾝ錠･10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東和薬品 代謝性強心剤 旧ｺｰﾄﾞ（0208頃迄）
TWRANT Tw RANT Tw.RANT 25mg 裸錠 白 有 ﾗﾝｸﾘｯｸ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 東和薬品 胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗﾝｸﾘｯｸ錠)
TWRANT Tw RANT Tw.RANT 25mg 裸錠 白 有 ﾗﾝｸﾘｯｸ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 東和薬品 胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾗﾝｸﾘｯｸ錠)
TWRES Tw.RES 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
TWRTN Tw.RTN30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾚｯﾃﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 東和薬品 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9310中止
TWRTN Tw.RTN60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｯﾃﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 東和薬品 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 95中止
TWRXM Tw RXM TwRXM 150ｍｇ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼﾏｲﾝ錠150mg ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 東和薬品 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ

ﾄﾞ系抗生剤
050708収載

TWS Tw:S Saymotin S 25U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｻｲﾓﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 東和薬品 循環器用剤 010907収載(商品名，規
格表示の変更 前:ｻｲﾓﾁﾝ

TWSD Tw.SD Tw.SD 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾃﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｽﾌﾟ
ﾃﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ)

TWSIG Tw.SIG Tw.SIG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｼｸﾞﾏﾋﾞﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ 東和薬品 神経･筋機能賦活剤 900713収載
TWSK Tw SK Tw.SK 裸錠 白 有 ｾｷﾅﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 東和薬品 閉塞性気道疾患用剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｷﾅﾘﾝ錠)
TWSMT Tw SMT Tw.SMT 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾒﾀﾝ 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 東和薬品 自律神経用剤 0511中止 0211本体ｺｰﾄﾞ
TWSN Tw SN Tw.SN 30mg：30mg 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 東和薬品 抗Ca性循環増強剤 040709収載，品名変更に

伴う（前：ｾﾚｽﾅｯﾄ錠）
TWSN Tw SN:60 Tw.SN60：60mg 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾅｯﾄ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 東和薬品 抗Ca性循環増強剤 中止 950707収載
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TWSO Tw:SO
30mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｿﾋﾟﾀﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 東和薬品 鎮痙四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩製剤
加等)，商品名変更に伴
い 061208収載(商品名変
更に伴い，前:ｿﾋﾟﾀﾑ錠)

TWSP Tw:SP 20 Tw.SP20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾌﾟｾﾛﾝ錠20 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

920710収載

TWSP Tw:SP 40 Tw.SP40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾌﾟｾﾛﾝ錠40 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 東和薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

920710収載

TWSPC TwSPC Tw.SPC 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾀﾏｸﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 抗潰瘍剤，精神神経用剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢

TWSPL Tw SPL50 Tw.SPL50 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠50｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 東和薬品 利尿降圧剤 9310中止
TWSS Tw:SS Tw.SS50 50U. ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｻｲﾓﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 東和薬品 循環器用剤 010907収載(規格表示変

更)
TWTAPC Tw.TAPC125 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ﾌﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9006中止

TWTAPC Tw.TAPC250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾌﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 東和薬品 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9010中止

TWTB Tw TB 裸錠 淡黄 無 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 東和薬品 血糖降下剤 0606商品名変更(前:ﾄﾙﾌﾞ
ﾀﾐﾄﾞ錠「ﾄｰﾜ」)

TWTCC TwTCC
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 東和薬品 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 1007ﾎﾞﾃﾞｨに記載の本体
ｺｰﾄﾞ削除 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾗﾈ
ｷｻﾑ酸･C｢ﾄｰﾜ｣)

TWTD Tw:TD Tw.TD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾝﾀﾞｻﾞｰﾙ錠 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 20mg 東和薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 94中止
TWTDS Tw.TDS10 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲﾁｱ10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
TWTFC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/類白 ﾃﾌｼｰﾙ･C ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東和薬品 抗悪性腫瘍剤 旧品名(0612迄)，商品名

変更に伴い(新:ﾃﾌｼｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ200mg) 0304ﾋｰﾄ裏

TWTI Tw:TI
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｰｶﾌﾟﾄ錠)，

TWTM Tw:TM 25 Tw.TM25:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾜﾐﾝ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 東和薬品 β 遮断剤 920710収載
TWTM Tw:TM 50 Tw.TM50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｰﾜﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 β 遮断剤 920710収載
TWTMT Tw TMT Tw.TMT 3mg 裸錠 白 有 ﾄｽﾒﾘｱﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 東和薬品 気管支拡張剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｽﾒﾘｱﾝ錠)
TWTP Tw.TP 糖衣錠 白 無 ｻｲﾉﾙﾑ錠 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 東和薬品 抗痙縮剤 93中止
TWTP Tw:TP Tw.TP100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾉﾙﾑ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 東和薬品 抗痙縮剤
TWTR Tw.TR0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾄﾙｼﾄﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
TWTR Tw.TR0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐 ﾄﾙｼﾄﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 940708収載
TWTRT Tw.TRT 糖衣錠 白 無 ﾄｽﾍﾟﾗｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 東和薬品 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ（0211頃迄）
TWTST Saal Tw.TST 裸錠 白 無 ﾄｰﾜｻｰﾙ錠 東和薬品 解熱鎮痛剤 94中止
TWUS Tw US Tw.US 100 裸錠 白 有 ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 091113収載(商品名変更

に伴い，前:ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠
100)

TWVB Tw B10 Tw.VB6-P-10
耳:Tw.VB6-P-10

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

TWVB Tw B30 Tw.VB6-P-30
耳:Tw.VB6-P-30

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

TWVB Tw VB12M Tw.VB12･M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤
TWVB Tw 307 Tw.VB12･M500 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212頃迄) 0208刻

印追加 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TWVK Tw VK1 Tw.VK1 裸錠 淡黄 有 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 94中止
TWZ Tw Z0.5 Tw.LZ0.5 裸錠 白 無 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 東和薬品 抗不安剤
TWZ Tw Z1 Tw.LZ1.0 裸錠 白 有 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1.0｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 東和薬品 抗不安剤
TX T X THX 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 96本体

変更 94本体刻印
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TX T X 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9712
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 7804収載

TX O.S TX O.S-TX 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠｢ｵｦﾀ｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9504中止
TX TX 11 TX11 250mg:TX11 裸錠 白 無 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠250mg｢

TX｣
酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg ﾄﾗｲｯｸｽ 制酸･緩下薬 060707収載

TX TX 12 TX12 330mg:TX12 裸錠 白 無 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg｢
TX｣

酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg ﾄﾗｲｯｸｽ 制酸･緩下薬 060707収載

TX Tu-TX 100 Tu TX-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾂﾐｷｼﾝ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 辰巳化学 広範囲経口抗菌製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾂﾐｷｼﾝ錠)

TXD TXD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲｷｻｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 94中止 900713収載
TXP TXP-10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾖｷｻﾋﾟﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 消化管鎮痙･微小循環改

善剤
9401中止

TXP TXP-20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾖｷｻﾋﾟﾝ錠20 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 20mg 東洋新薬 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

8902中止

TYA μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ
変更，表記号(TYA 0.25)
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYB μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 01頃ﾋｰﾄ
変更，記号(TYB0.5)削除
9703ﾋｰﾄ裏商品名記載

TYC μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0104ﾋｰﾄ
表変更，商品名記載，記
号(TYC 1.0)削除

TYK TYK 耳:HYPAZON 裸錠 白 有 ﾊｲﾊﾟｿﾞﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 東亜薬品工業 利尿降圧剤 9406中止
TYK TYK01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾊｲ･ｱﾘﾝﾋﾞﾀｰ 大正薬品工業 混合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 02頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK TYK02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
5mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧品名，ﾃﾞｰﾀ 030704商

品名変更（FAD錠5mg
（TYK)へ） 0108ﾋｰﾄ変更
(FAD5削除)

TYK TYK 02 TYK02 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 FAD錠5mg｢TYK｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
TYK TYK03 FAD10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
10mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧ﾋｰﾄ 98ﾋｰﾄ変更(FAD10

追加) 裏商品名記載
TYK TYK 03 TYK03 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠10mg｢TYK｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
TYK TYK04 裸錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 大正薬品工業 降圧剤 9210中止
TYK TYK05 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲ･ｱﾘﾝﾋﾞﾀｰ錠 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 大蔵製薬-大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9508中止 9303製造元変

更
TYK TSYK T.Y.K. 5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(TYK) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大正薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9504中止
TYK TYK06 裸錠 淡青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大正薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 99中止
TYK TYK 08 TYK08 12mg 糖衣錠 暗赤 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日本化薬

便秘治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加

TYK TYK09 糖衣錠 橙黄 無 EC錠2号 大正薬品工業 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶製剤 9210中止
TYK TYK10 糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾒﾄﾝ糖衣錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 大正薬品工業 自律神経剤 9210中止
TYK TYK11:10mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大蔵製薬-大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 02頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9303製造
元変更

TYK TYK12 20mg 糖衣錠 黄 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 大蔵製薬-大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 02頃中止 9303製造元変
更

TYK TYK13:30mg 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 大蔵製薬-大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 02頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9303製造
元変更

TYK TYK14 糖衣錠 白 無 ｱｽｷｯﾄ-D錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大正薬品工業 ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9303中止

TYK TYK15：TYK15 5 裸錠 黄 有 ｴﾌﾁﾘﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 大正薬品工業 循環器官用剤 04頃中止
TYK TYK16 糖衣錠 赤 無 ﾌﾟﾛﾝﾄﾐﾝ錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9504中止
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TYK TYK17 TYK17 錠剤(楕円形) 黄～黄褐 有 ﾗﾉﾌｪﾝ錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 潰瘍性大腸炎治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾉﾌｪﾝ錠)

TYK TYK19 裸錠 淡黄 有 ﾀﾞｲﾍｷｻ錠 ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 大正薬品工業 末梢血行障害治療剤 9504中止
TYK TYK20 裸錠 白 無 ｶﾞｽｼﾘｺﾝ錠･40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大正薬品工業 消化器内ｶﾞｽ駆除剤 04頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK TYK21 糖衣錠 白 無 ﾁｱｽﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大正薬品工業 鎮痙剤 9303中止
TYK TSYK TYK22 裸錠(長円形) 赤黄 有 ｸﾛﾝｷﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 大正薬品工業 筋弛緩剤 9010中止
TYK TYK23 裸錠 淡黄 有 ｷｸｽﾊﾟﾝ錠 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 30mg 大正薬品工業 降圧利尿剤 9101中止
TYK TYK24 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾈｵﾌﾟﾛﾝﾄﾐﾝ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 8810中止
TYK TYK27 糖衣錠 黄 無 ﾀﾞｲﾋﾟｻｰﾄ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 3mg 大正薬品工業 過敏大腸症治療剤 89中止
TYK TYK28 裸錠 淡黄 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大正薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9010中止
TYK TYK29 裸錠 黄 有 ｽﾊﾞﾗｰﾄ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 大正薬品工業 末梢循環障害治療剤 8811中止
TYK TYK31 裸錠 淡黄白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 大正薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 8812中止
TYK TYK32 糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｼﾞﾛﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大正薬品工業 強心配糖体製剤 9303中止
TYK TYK33 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠

25mg｢興和ﾃﾊﾞ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
101119収載

TYK TYK34 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TYK TYK35 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TYK TYK37 糖衣錠 淡青緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠(TYK) ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 大正薬品工業 不整脈治療剤 9210中止
TYK TYK52 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/乳白 ｺｽﾌﾟﾛﾝ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 大正薬品工業 膵･胆道系鎮痙剤 9303中止
TYK TYK53 糖衣錠 白 無 ｾﾃﾞﾅﾌｪﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大正薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9605中止
TYK TYK54 6mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1101ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止

0603ﾋｰﾄ若干変更(商品
名変更に伴い)

TYK TYK55 12mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
0012本体ｺｰﾄﾞ追加

TYK TYK56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ錠10mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業 降圧剤 9210中止
TYK TYK57 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 大正薬品工業 脳血流促進剤 9305中止
TYK TYK58 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 大正薬品工業 脳血流促進剤 9305中止
TYK TYK59 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ錠30mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 大正薬品工業 降圧剤 9210中止
TYK TYK63 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業 抗潰瘍・精神情動安定剤 0907中止 0506本体ｺｰﾄﾞ

追加
TYK TSYK TYK64 裸錠(長円形) 灰褐 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠･250mg ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大正薬品工業 合成抗菌剤 9210中止
TYK TYK65:TYK65 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

旭化成ﾌｧｰﾏ
鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠)，
ﾋｰﾄ表TYK65追加等

TYK TYK66 TYK66 裸錠(長円形) 灰褐 有 ﾅﾘｽﾏｲﾛﾝ錠･500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大正薬品工業 合成抗菌剤 9210中止
TYK TYK67 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｽﾏｲﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大正薬品工業 合成抗菌剤 中止
TYK TYK68 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ｹﾞﾌｧﾌﾟﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大正薬品工業 抗潰瘍剤 9112中止
TYK TYK71 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ｵﾑｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 大正薬品工業 代謝性強心剤 9704中止
TYK TYK72 糖衣錠 白 無 ｾﾃﾞﾅﾌｪﾝ錠･200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 大正薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9210中止
TYK TYK73 裸錠 黄褐 無 ｼﾝｺﾞｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 大正薬品工業 血圧降下剤 8811中止
TYK TYK 74 TYK74 糖衣錠 乳白 無 ｲｿﾀﾞﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大正薬品工業・ｱﾙﾌﾚｯｻ

ﾌｧｰﾏ
抗めまい剤 旧品名(081219ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ

ﾙ塩酸塩錠25mg｢TYK｣に
変更)

TYK TYK 74 TYK74 糖衣錠 乳白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢TYK｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1006ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾀﾞﾄﾞｰﾙ錠)

TYK TYK75 10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾆﾌｪﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0612商品名変更(前：ﾆﾌｪ
ﾗｰﾄ) 98ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK TYK76 10mg 裸錠 黄～橙 有 ｵﾑｷﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大正薬品工業 代謝性強心剤 04頃中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK TYK78 裸錠 橙黄 無 ﾊｲｿﾞﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 大正薬品工業 血管強化･止血剤 8812中止
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TYK TYK79 5mg:5mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾆﾌｪﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ Ca拮抗剤 101119収載

TYK TYK80 裸錠 淡黄白 有 ﾋﾟﾛﾀﾞｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大正薬品工業 利尿降圧剤 9504中止
TYK TYK81 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾍﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 大正薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 8808中止
TYK TYK 83 TYK83 裸錠 白 有 ﾆｺｼﾅﾐﾝ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 大正薬品工業 脂質代謝改善剤 9504中止
TYK TYK84 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞﾍﾟﾙﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大正薬品工業 冠循環増強剤 9302中止
TYK TYK85 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾋﾟｵﾁﾝ錠･30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 大正薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0707中止
TYK TYK86 60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾋﾟｵﾁﾝ錠･60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 大正薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0707中止
TYK TYK88 糖衣錠 橙赤 無 ｼﾞﾍﾟﾙﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大正薬品工業 冠循環増強剤 9302中止
TYK TYK90 裸錠 白 有 ﾀﾌﾅｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 不整脈治療剤 9906中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK TYK91 TYK91 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(小判

型)
類白 無 ﾋﾟﾃﾄﾝ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大正薬品工業 合成抗菌剤 9007中止

TYK TYK94 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0707中止 0101本体刻印
TYK 90mg:TYK95 90mg 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠

90mg(TYK)
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0707中止 0012本体ｺｰﾄﾞ

追加
TYK TYK99 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾀﾍﾞｸﾚﾝ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大正薬品工業 末梢性神経障害治療剤 9303中止
TYK TYK102 50mg 糖衣錠 白 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠

50mg(TYK)
ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 大正薬品工業 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0311中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK TYK103 糖衣錠 白 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠

100mg(TYK)
ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 100mg 大正薬品工業 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 8909中止

TYK TYK105 FAD15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 FAD錠15mg(TYK) ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

15mg 大蔵製薬-大正薬品工業 FAD製剤 旧ﾋｰﾄ 98ﾋｰﾄ変更(FAD15
追加) 9303製造元変更

TYK TYK 105 TYK105 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 FAD錠15mg｢TYK｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤
TYK TYK106 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｵｰﾙﾏｯｸS 大正薬品工業 消化酵素複合剤 8909中止
TYK TYK108 裸錠 白 無 ﾓﾉｸﾛﾄﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 大正薬品工業 消炎鎮痛剤 0707中止
TYK 10:TYK116 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾋﾞｵｾﾛｰｾﾞ錠10mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0207中止 98ﾋｰﾄ変更

(10mg追加)，裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

TYK 50:TYK117 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱｽﾏﾘﾝ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

循環機能改善剤 9810中止

TYK 100:TYK118 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱｽﾏﾘﾝ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

循環機能改善剤 9810中止

TYK TYK119 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｾﾞﾗｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大正薬品工業 血管代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK FP 100 100:TYK121 100 裸錠 白 有 ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠100mg｢TYK｣ ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠

TYK FP 100 100:TYK121 100 裸錠 白 有 ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大正薬品工業 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾃｵﾘﾌｨﾝ錠
100mg｢TYK｣に変更)

TYK FP 200 200:TYK122 200 裸錠 白 有 ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠200mg｢TYK｣ ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠

TYK FP 200 200:TYK122 200 裸錠 白 有 ﾌﾚﾑﾌｨﾘﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大正薬品工業 気管支拡張剤 旧品名(090925ﾃｵﾌｨﾘﾝ錠
200mg｢TYK｣に変更)

TYK TYK126 裸錠 白 無 ﾎﾊﾟﾗｲﾄﾝ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 大正薬品工業 脳代謝･精神症状改善剤 8910中止
TYK 50mg:TYK128 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
TYK 100mg:TYK129 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
TYK 200mg:TYK130 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
TYK TYK134 裸錠 白～微黄 無 ｻｷｵｼﾞｰﾙ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
前立腺肥大症・癌治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
TYK TYK140:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 1001販売元変更(前:興

和，興和創薬)
TYK TYK141 400mg:TYK141

400
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 0905発売

TYK PC 142 TYK142 1.25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾐﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 大正薬品工業-日本化
薬，興和ﾃﾊﾞ

血糖降下剤 9708ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)
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TYK PC 143 2.5mg：TYK143 2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾊﾟﾐﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大正薬品工業-日本化
薬，興和ﾃﾊﾞ

血糖降下剤 0503ﾋｰﾄ変更

TYK TYK144 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾌｪﾛﾐｯｸ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 止瀉剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛﾐｯｸ錠)

TYK 0 25 0.25:TYK149 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0808頃本体ｺｰﾄﾞ追加
TYK 0.5 0.5:TYK150 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0808頃本体ｺｰﾄﾞ追加
TYK 1.0 1.0:TYK151 1 軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0808頃本体ｺｰﾄﾞ追加
TYK TYK152 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙﾌｧｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1007発売
TYK TYK154:TYK154 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｽﾀﾞｲﾝ錠)

TYK TYK155 裸錠 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9906中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK TYK 157 TYK157 500:500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｼｽﾀﾞｲﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

101119収載

TYK TYK158 裸錠 白 無 ｴﾏﾙｯｸ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日医工 乳癌治療剤 0805製造販売元変更(前:
大正薬品工業)

TYK 0.5:TYK161 0.5mg 裸錠 白 有 ｺﾙﾄｯｸ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
TYK 1:TYK162 1mg 裸錠 橙 有 ｺﾙﾄｯｸ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
TYK TYK163 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏﾌﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大正薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0707中止
TYK TYK164 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業 Ca拮抗性降圧剤 0707中止
TYK TYK171 25μ g:TYK171 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
TYK TYK172 50μ g:TYK172 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
TYK TYK176 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤､ｹ

ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤
0907中止 0806商品名変
更(前:ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

TYK TYK 178 TYK178 5 糖衣錠 白 無 ﾆﾗﾀｯｸ錠5mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大正薬品工業 心身安定剤 0907中止 0503本体ｺｰﾄﾞ
追加

TYK TYK179 裸錠 白 有 ｽﾄﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾄﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠)

TYK TYK182 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940708収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

TYK TYK183 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

TYK TYK 186 TYK186 糖衣錠 白 無 ﾄﾙﾐﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 筋緊張改善剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾙﾐﾅｰﾙ錠)
0502本体ｺｰﾄﾞ追加

TYK TYK187 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｾﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0812ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ1mg｢TYK｣に変更)

TYK TYK187:TYK187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg｢TYK｣ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｷｾﾌﾞ
ﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ)

TYK TYK191 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
TYK TYK192 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
TYK TYK196：TYK196 3 裸錠 白 有 ｼｰｸﾅﾛﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｼｰｸﾅﾛﾝ錠)
TYK TYK197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾈﾃﾞﾘﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大正薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710収
TYK TYK198:TYK198 15 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾚｰﾄ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｺｿﾚｰﾄ錠)
TYK TYK199 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
β 遮断剤

TYK TYK200 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

β 遮断剤

TYK TYK201 0.5:TYK201
0.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日医工

精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載

TYK TYK202 1:TYK202 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日医工

精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載
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TYK TYK 204 TYK204 糖衣錠 白 無 ｵｼｱｯﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 筋緊張性疾患治療剤 0506本体ｺｰﾄﾞ追加 98ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

TYK TYK205:TYK205 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動調律剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠)

TYK TYK207:TYK207 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾀﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大正薬品工業 高脂血症治療剤 0707中止
TYK TYK211:TYK211 40 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大正薬品工業・三和化学

研究所
経口血糖降下剤 0711三和化学中止 0710

大正薬品工業中止
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠)

TYK 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 大正薬品工業-日本化薬 前立腺癌治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ耳ｺｰﾄﾞ削除

TYK TYK214:TYK214 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｪﾚﾀﾞｲﾑ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾚﾀﾞｲﾑ錠)

TYK TYK215 裸錠 白 無 ｸﾛｺﾃﾞﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1001日本化薬中止
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛｺﾃﾞﾐﾝ錠)

TYK TYK216 5 裸錠 白 有 ｳﾌﾞﾃｯｸ錠5mg 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 0712商品名変更(前:ｳﾌﾞ
ﾃｯｸ錠)

TYK TYK219 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤/本態性振戦治療

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10)

TYK TYK220 0.25μ g:TYK220
0.25

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940708収載

TYK TYK221 0.5μ g:TYK221
0.5

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 940708収載

TYK TYK223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾒｯｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 切迫流･早産治療剤 0909商品名変更(前:ｳﾃ
ﾒｯｸ錠)

TYK TYK224 裸錠 白 有 ﾂｲﾝﾅｰｾﾞ内服錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大正薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 940708収載

TYK TYK225 200 裸錠 白 無 ｻﾙﾎﾞﾅｰﾄ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0707中止
TYK TYK226 50 裸錠 微黄白 無 ﾄﾙﾊﾞﾅｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 自律神経調整剤
TYK TYK229 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞｺﾌ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
TYK TYK230 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾁｯｸ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
大正薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤

(H2ﾌﾞﾛｯｶｰ)
9501中止 940708収載

TYK TYK231 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売
9903中止

TYK TYK232 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売
9903中止

TYK TYK234 100:TYK234 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｽｰﾑ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大正薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 00中止 98ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

TYK TYK 238 TYK238 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾀﾁﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50国際単位 大正薬品工業 循環系作用酵素製剤 9904中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収

TYK TYK239 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止
TYK TYK240 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止
TYK 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 990709収

TYK TYK241:TYK241 5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業 狭心症治療剤 0707中止 02ﾋｰﾄ変更
TYK TYK241 SIB5:5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更

02ﾋｰﾄ変更
TYK TYK242 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ

ﾗﾐﾄﾞとして)
大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 徐放性不整脈治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠)
TYK TYK243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口蛋白分解酵素阻害
TYK 5mg:TYK245 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動改善剤 091113収載
TYK TYK246 裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日本化薬
前立腺肥大症治療剤 0602ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表->裏

960705収載
TYK 247:T YK TYK247:TYK247 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢TYK｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾅｳｻﾞｰﾄ錠10)
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TYK 247:T YK TYK247:TYK247 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾅｳｻﾞｰﾄ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大正薬品工業 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠10mg｢TYK｣に変更)

TYK TYK249 2 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠2)

TYK TYK250 3 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠3)

TYK TYK252:TYK252 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 脳循環･代謝改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
大正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる

TYK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-大正富山
医薬品

脳循環･代謝改善剤 0708ﾋｰﾄ若干変更
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰﾄ異な

TYK TYK252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
TYK TYK255:TYK255 300 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円

形)
淡黄透明 ﾒﾙﾌﾞﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ EPA製剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK 裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-大正富山

医薬品
骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 興和ﾃﾊﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

TYK TYK259：200 TYK259 裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠) 大
正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる

TYK TYK260 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠)
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK TYK261 2:TYK261 2mg 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛｲﾙ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK TYK262:TYK262 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾃﾌﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃潰瘍治療剤
TYK TYK265:TYK265 1mg 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 筋緊張緩和剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK TYK266 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾚﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0909商品名変更(前:ｾﾙﾏ

ﾚﾝ錠)
TYK TYK269:10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾅﾄｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日本化薬
気管支喘息･脳血管障害
改善剤

TYK TYK 270 TYK270 糖衣錠 白 無 ﾚﾏﾙｸ錠50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080704収載
TYK TYK271 12.5:TYK271

12.5mg
裸錠 白 有 ｺｰｶﾌﾟﾄ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大正薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
0707中止

TYK TYK276:TYK276 0．25 裸錠 白 有 ｿﾚﾝﾄﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

睡眠導入剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

TYK TYK277 25 裸錠 白 有 ｳｴﾝﾌﾞﾘｰ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大正薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0707中止 990709収載
TYK TYK B-5 TYK283 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞｲﾆﾛｰﾄﾞ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗剤
TYK TYK B-10 TYK284 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲﾆﾛｰﾄﾞ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗剤
TYK TYK 286 TYK286 糖衣錠 白 無 ﾚﾏﾙｸ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 990709収載
TYK TYK291:TYK291 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾉﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 大正薬品工業 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0707中止
TYK L 300 TYK293:TYK293 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾝﾀｰﾙL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大正薬品工業 持続性脳微小循環改善

剤
9904中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK TYK295 裸錠 白 有 ｵﾌﾋﾞｯﾄ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載

TYK TYK311 HOR50:50mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

TYK TYK311 50:TYK311 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
TYK TYK312 HOR100:100mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

TYK TYK312 100:TYK312 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
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TYK TYK314:TYK314 45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾚｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
三和化学研究所，ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

TYK DLZ TYK315:TYK315 30 裸錠 白 無 ﾊﾟﾚﾄﾅﾐﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大正薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0707中止 98ﾋｰﾄ変更(製
造承継の為)

TYK TYK316:TYK316 5 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾏﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0707中止
TYK TYK319:TYK319 10mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
H2受容体拮抗剤 030704収載

TYK TYK320:TYK320 20mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 030704収載

TYK TYK321:TYK321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘｻﾞｰﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
TYK TYK324 200 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK TYK325 400 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK TYK332 200:TYK332

200mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟｲﾍﾟﾗｯｸ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

TYK TYK333 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠10mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
TYK TYK334 20mg:TYK334

20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

扶桑薬品工業
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1006ﾋｰﾄ20mg追加等

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20)

TYK TYK337 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
TYK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

TYK TYK341:TYK341 20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗｽﾄﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

TYK TYK344 15mg 裸錠 極薄橙 有 ｱﾗﾌﾟﾘｯﾄ錠15mg 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 大正薬品工業 ACE-I降圧剤 0707中止 020705収載
TYK TYK346 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾙﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 血管拡張性β 1遮断薬 020705収載
TYK TYK350:TYK350 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
150)

TYK TYK352:TYK352 5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

TYK TYK353:TYK353 10 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

TYK TYK354 20mg 裸錠 白 有 ﾀｲｼﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

狭心症治療用ISMN製剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
020705収載

TYK TYK375 5：TYK375 5mg 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

TYK TYK376 10：TYK376
10mg

裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

TYK TYK379  50mg TYK379:TYK379 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
TYK TYK380  100mg TYK380:TYK380 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
TYK TYK 382 TYK382:TYK382 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾈﾀﾞｯｸｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 0904ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止

050708収載
TYK TYK386:TYK386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ

0.1mg｢TYK｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

TYK TYK386 0.1mg:TYK386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾝﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業・興和創薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾀﾑｽﾛｼ
ﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.1mg｢

TYK TYK387:TYK387 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢TYK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

TYK TYK387 0.2mg:TYK387 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾝﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業・興和創薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾀﾑｽﾛｼ
ﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.2mg｢

TYK TYK 390 TYK390 0.1mg:0.1mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.1mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載
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TYK TYK 391 TYK391 0.2mg:0.2mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

TYK TYK393:TYK393 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
TYK TYK394:TYK394 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
TYK TYK395 15mg:TYK395 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

TYK TYK396 30mg:TYK396 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

TYK TYK404:TYK404 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5mg｢
TYK｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

090515収載

TYK TYK 409 TYK409 10mg:TYK409
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白～微褐白 無 ｵﾒﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 100528収載

TYK TYK 410 TYK410 20mg：TYK410
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 1101ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
040709収載

TYK TYK411 200：TYK411
200mg

裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠
200mg(TYK)

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 解熱鎮痛剤 040709収載

TYK TYK427:TYK427 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

TYK TYK430 TYK430:TYK430 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
TYK｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

0901本体ｺｰﾄﾞ追加

TYK TYK431:TYK431 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

TYK TYK432:TYK432 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

TYK TYK433:TYK433 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載

TYK TYK443:TYK443 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動賦活剤 080704収載

TYK TYK444 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TYK TYK445 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TYK TYK 451 TYK451 5mg:TYK451 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
TYK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

TYK TYK 452 TYK452 10mg:TYK452 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
TYK｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

TYK TYK453 2.5:TYK453
2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

TYK TYK454 5:TYK454 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

TYK TYK455 5mg:TYK455 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
TYK TYK456 10mg:TYK456

10mg
裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

TYK TYK462 12.5mg:12.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

101119収載

TYK TYK463:TYK463 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

TYK TYK464:TYK464 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

TYK TYK465 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

TYK TYK 477 TYK477 100mg:TYK477 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢TYK｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
TYK TYK481 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄透明 ﾒﾙﾌﾞﾗｰﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg/包 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ EPA製剤 080704収載
TYK TYK482 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄透明 ﾒﾙﾌﾞﾗｰﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 600mg/包 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ EPA製剤 080704収載
TYK TYK483 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄透明 ﾒﾙﾌﾞﾗｰﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ EPA製剤 080704収載
TYK TYK 500 TYK500 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢興

和ﾃﾊﾞ｣
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

181 / 225 ページ



TYK TYK 501 TYK501 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢興
和ﾃﾊﾞ｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

TYK TYK504 0.2mg:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄOD錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

TYK TYK505 0.3mg:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄOD錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

TYK TYK 506 TYK506 2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
TYK｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾊｲｿﾞﾝ製薬-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

旧品名(110128ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
OD錠2.5mg｢興和ﾃﾊﾞ｣に
変更) 1007販売元変更，
統合に伴い(前:大正薬品
工業)

TYK TYK 506 TYK506 2.5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢興
和ﾃﾊﾞ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

110128収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD
錠2.5mg｢TYK｣)

TYK TYK 507:5 TYK507 5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
TYK｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾊｲｿﾞﾝ製薬-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

旧品名(110128ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
OD錠5mg｢興和ﾃﾊﾞ｣に変
更) 1007販売元変更，統
合に伴い(前:大正薬品工
業)

TYK TYK 507:5 TYK507 5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢興和
ﾃﾊﾞ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

110128収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD
錠5mg｢TYK｣)

TYK TYK511:TYK511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大正薬品工業･あすか製
薬，武田薬品工業

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載 あすか製薬
と大正薬品はﾋｰﾄ異なる
(あすか製薬にはﾋｰﾄ表に
50mg記載あり他)

TYK TYK512:TYK512 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正薬品工業･あすか製
薬，武田薬品工業

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載 あすか製薬
と大正薬品はﾋｰﾄ異なる
(あすか製薬にはﾋｰﾄ表に
200mg記載あり他)

TYK TYK513 2.5:TYK513
2.5mg

裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

TYK TYK514 5:TYK514 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

TYK TYK515 10:TYK515 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

TYK TYK521 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢TYK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TYK TYK522 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢TYK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TYK TYK540 1:TYK540 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

TYK TYK541 2:TYK541 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

TYK TYK542 4:TYK542 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

TYKB TYK B-5 TYK283 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞｲﾆﾛｰﾄﾞ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗剤
TYKB TYK B-10 TYK284 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲﾆﾛｰﾄﾞ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗剤
TYNF 5 TY05NF 5:TOYOBO 二層錠(長円 淡紅/白 有 ﾆﾄﾛﾌｨｯｸｽ5 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg 東洋紡績-ｷｯｾｲ薬品工 徐放性狭心症治療剤 0501中止 940415収載
TYNF 10 TY10NF 10:TOYOBO 二層錠(長円 淡帯赤黄/白 無 ﾆﾄﾛﾌｨｯｸｽ10 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 東洋紡績-ｷｯｾｲ薬品工 徐放性狭心症治療剤 0501中止 940415収載
TZ T Z 裸錠 白 有 ﾍﾙｾﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 筋緊張緩和剤 0212中止 960705収載
TZ T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

収載
TZ T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0409

頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載表
→裏他)

TZ Tu-TZ 04：4 Tu TZ-04:Tu TZ-04 4mg 裸錠 白 有 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 060707収載
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TZ Tu-TZ 005：0.5 Tu TZ-005:Tu TZ-005
0.5mg

裸錠 白 無 ﾀﾂｿﾞｼﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして）

辰巳化学・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

血圧降下剤 060707収載

TZ TZ 114 TZ114 0.05 裸錠 白 有 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.05mg 帝国臓器製薬 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TZ TZ 117 TZ117 10 裸錠 白 有 ﾏｸﾛﾋﾞﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 帝国臓器製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 0104中止 98ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TZ TZ 119 TZ119 裸錠 白 無 ﾙﾃｼﾞｵﾝ配合錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ，ﾒｽﾄﾗ
ﾉｰﾙ

2mg，0.05mg あすか製薬-武田薬品工
業

黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ混合製
剤(内服用)

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾃｼﾞｵﾝ錠)

TZ TZ 125 TZ125:TZ125 糖衣錠 白 無 ﾅｰｾｯﾄ配合錠 大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｰｾｯﾄ錠)，
ﾋｰﾄ若干変更

TZ TZ 132 TZ132 糖衣錠 白 無 ｷﾓﾁｰﾑ錠 すい臓性蛋白分解酵
素

5万ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ
単位

帝国臓器製薬 消炎酵素剤 9501中止

TZ TZ 133 TZ133 裸錠 白 無 ｿﾌｨｱC配合錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾒｽﾄﾗﾉｰ
ﾙ

2mg，0.1mg あすか製薬-武田薬品工
業

黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ混合製
剤(内服用)

1007ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
裏→表等) 090925収載
(商品名変更に伴い，前:ｿ

TZ TZ 134 TZ134 5:5mg TZ134 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾙﾍﾟﾗﾝ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ
ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

あすか製薬 消化器機能異常治療剤 経過措置(0603迄) 旧品
名(050610迄)，品名変更
に伴い(新：ﾃﾙﾍﾟﾗﾝ錠5)

TZ TZ 139 TZ139 25:25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚｸﾞﾚﾁﾝ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg あすか製薬 狭心症･不整脈治療剤 0711中止 0203ﾋｰﾄ変更
TZ TZ 144 TZ144 10:10mg TZ144 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾙﾍﾟﾗﾝ錠10 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 10mg（塩酸ﾒ

ﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞと
して）

あすか製薬-武田薬品工
業

消化器系愁訴治療剤 0301ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

TZ TZ 151 TZ151 25:25mg TZ151 裸錠 白 無 ｴﾅﾙﾓﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 25mg あすか製薬-武田薬品工
業

男性ﾎﾙﾓﾝ剤 0712商品名変更(前:ｴﾅﾙ
ﾓﾝ錠)

TZ TZ 153 TZ153 100mg:100 mg 裸錠 白 無 ｾｷｿﾋﾞｯﾄ錠100mg ｼｸﾛﾌｪﾆﾙ 100mg あすか製薬-武田薬品工
業

排卵誘発剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｷｿﾋﾞｯﾄ)，ﾋｰ
ﾄ若干変更

TZ TZ 154 TZ154 裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾈｰﾄ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 帝国臓器製薬 静穏･筋弛緩剤 9610中止
TZ TZ 157 TZ157 0.125mg:0.125 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠0.125mg｢

あすか｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg あすか製薬-武田薬品工

業
子宮収縮止血剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾃﾅﾘﾝ錠
0.125)，ﾋｰﾄ若干変更

TZ TZ 157 TZ157 0.125:0.125mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾃﾅﾘﾝ錠0.125 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg あすか製薬-武田薬品工
業

子宮収縮止血剤 旧品名(100528ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒ
ﾄﾘﾝ錠0.125mg｢あすか｣に
変更) 0506品名変更(前：
ﾒﾃﾅﾘﾝ錠) 0202ﾋｰﾄ変更

TZ TZ:159 TZ159 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾃｵﾆﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg あすか製薬-武田薬品工
業

切迫流・早産治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾃｵﾆﾝ錠)，
ﾋｰﾄ若干変更

TZ TZ 163 TZ163 裸錠 白 無 ｿﾌｨｱA配合錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾒｽﾄﾗﾉｰ
ﾙ

1mg，0.05mg あすか製薬-武田薬品工
業

黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ混合製
剤(内服用)

1007ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
裏→表等) 090925収載
(商品名変更に伴い，前:ｿ

TZ TZ 169 TZ169 5mg：5mg TZ169 裸錠 白 有 ﾗﾐｱﾝ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大正薬品工業-あすか製
薬，武田薬品工業

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

TZ TZ 174 TZ174 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性)

白 無 ﾃﾂｸｰﾙ徐放錠100mg 乾燥硫酸鉄 100mg(鉄とし
て)

あすか製薬-武田薬品工
業

徐放性鉄剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾂｸｰﾙS)，ﾋｰ
ﾄ若干変更(320mg削除

TZ TZ179 0.1 TZ179 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾘｽﾄﾘｰﾑｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0702製造販売会社社名
変更(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
050708収載

TZ TZ186 腟錠(楕円形) 白 有 ﾎｰﾘﾝV腟用錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 1mg あすか製薬-武田薬品工
業

ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤(腟用) 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎｰﾘﾝV錠)

TZ TZ189 0.2 TZ189 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾘｽﾄﾘｰﾑｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ-あすか製
薬，武田薬品工業

前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0702製造販売会社社名
変更(前:東洋ﾌｧﾙﾏｰ)
050708収載

TZ TZ 211 TZ211 裸錠 白 無 新EP錠 ﾒﾁﾙｴｽﾄﾚﾉﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

1mg，0.02mg あすか製薬 月経周期調整剤 0703中止 薬価未収載
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TZ TZ 212 TZ212 5:5mg TZ212 裸錠 白 有 ｶﾙｼﾞﾚｰﾄ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg あすか製薬 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

0711中止 03頃ﾋｰﾄ変更

TZ TZ 213 TZ213 25：25単位 TZ213 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰｸﾚﾁﾝS錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 あすか製薬-武田薬品工 循環障害治療剤 0208ﾋｰﾄ裏記号追加
TZ TZ 214:25 TZ214 0.025:0.025mg

TZ214
裸錠 淡赤 有 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠25 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g あすか製薬-武田薬品工

業
甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤 0302ﾋｰﾄ変更 980710収

載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
TZ TZ 217:10 TZ217 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾉｰﾑ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大正薬品工業-あすか製

薬，武田薬品工業
尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

TZ TZ223 TZ223 100:TZ223 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾌﾅﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 帝国臓器製薬 子宮内膜症治療剤 9808中止 920710収載
TZ TZ 224:50 TZ224 0.05:0.05mg

TZ224
裸錠 白 有 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g あすか製薬-武田薬品工

業
甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤 0302ﾋｰﾄ変更 9807商品

名変更に伴い記号変更
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TZ TZ 226 TZ226 10：10mg TZ226 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾛﾁﾝ錠10mg 唾液腺ﾎﾙﾓﾝ 10mg あすか製薬-武田薬品工 唾液腺ﾎﾙﾓﾝ剤 0208ﾋｰﾄ裏記号追加
TZ TZ 227:20 TZ227 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾉｰﾑ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大正薬品工業-あすか製

薬，武田薬品工業
尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

TZ TZ233 TZ233 200:TZ233 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾌﾅﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 帝国臓器製薬 子宮内膜症治療剤 9803中止 920710収載
TZ TZ 234:100 TZ234 0.1:0.1mg TZ234 裸錠 黄 無 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠100 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100μ g あすか製薬-武田薬品工

業
甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 03頃ﾋｰﾄ裏変更 0009販

売 ﾋｰﾄ裏商品名記載
TZ TZ 243 TZ243 50:50単位 TZ243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｻｰｸﾚﾁﾝS錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 あすか製薬-武田薬品工 循環障害改善剤 03頃ﾋｰﾄ変更
TZ TZ261 TZ261 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟﾐﾀｰﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 帝国臓器製薬 脳循環障害治療剤 9903中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TZ TZ 266 TZ266 1：1mg TZ266 裸錠 白 有 ﾎｰﾘﾝ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg あすか製薬-武田薬品工 女性ﾎﾙﾓﾝ剤 0302ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
TZ TZ271 TZ271 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟﾐﾀｰﾙ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 帝国臓器製薬 脳循環障害治療剤 9903中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TZ TZ 276 TZ276 25：25mg TZ276 裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ錠25 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg あすか製薬-武田薬品工

業
前立腺肥大症･前立腺癌
治療剤

0210ﾋｰﾄ裏記号追加

TZ TZ 316 TZ316 0.5：0.5mg TZ316 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｾｷｿｰﾙ錠0.5mg ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 0.5mg あすか製薬-武田薬品工
業

女性ﾎﾙﾓﾝ剤 0812商品名変更(前:ﾌﾟﾛｾ
ｷｿｰﾙ錠)

TZ ｱﾙﾀｯﾄ75 TZ321 TZ321 75:75mg TZ321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg あすか製薬 H2受容体拮抗剤 0510本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 0206ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
等 97ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

TZ TZ 326 TZ326 50mg:50 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙL錠50mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg あすか製薬-武田薬品工
業

徐放性前立腺肥大症治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙL
錠)，ﾋｰﾄ若干変更

TZ TZ 331 TZ331 200:200mg TZ331 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛｽﾃｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg あすか製薬-武田薬品工
業

頻尿治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾛｽﾃｰﾄ錠)

TZ ANGE28：TZ341 糖衣錠 赤褐 無 ｱﾝｼﾞｭ28錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ､ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.05mg，
0.03mg

あすか製薬 経口避妊剤(1～6日分) 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ28) 薬価未収載

TZ ANGE28：TZ341 糖衣錠 白 無 ｱﾝｼﾞｭ28錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ､ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.075mg，
0.04mg

あすか製薬 経口避妊剤(7～11日分) 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ28) 薬価未収載

TZ ANGE28：TZ341 糖衣錠 黄 無 ｱﾝｼﾞｭ28錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ､ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.125mg，
0.03mg

あすか製薬 経口避妊剤(12～21日分) 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ28) 薬価未収載

TZ ANGE28：TZ341 糖衣錠 赤 無 ｱﾝｼﾞｭ28錠 (ﾌﾟﾗｾﾎﾞ) あすか製薬 経口避妊剤(22～28日分
ﾌﾟﾗｾﾎﾞ)

0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ28) 薬価未収載

TZ ｱﾙﾀｯﾄ37.5 TZ351 TZ351 37.5：37.5mg
TZ351

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg あすか製薬 H2受容体拮抗剤 0510本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 0208ヒート裏変更
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TZ ANGE21 TZ361 糖衣錠 赤褐 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.050mg，
0.030mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

TZ ANGE21 TZ361 糖衣錠 白 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.075mg，
0.040mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

TZ ANGE21 TZ361 糖衣錠 黄 無 ｱﾝｼﾞｭ21錠 ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.125mg，
0.030mg

あすか製薬 経口避妊剤 0907商品名変更(前:ｱﾝ
ｼﾞｭ21)

TZC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg わかもと製薬 喘息治療剤 1103中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｻﾞ
ﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

TZN TZN-90 335 裸錠 白 有 ﾀﾝﾁﾅｰｾﾞ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大洋薬品工業 消炎酵素剤 94中止

184 / 225 ページ



TZOUKI T-ZOUKI 102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/黄 ｸﾗｲｽﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 東京臓器化学 循環障害改善剤 9309中止
TZST 236 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾉｽﾄﾘﾝ錠 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ

用薬
04頃中止 0204ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

U U○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 有 ｱﾙｼﾄｼﾝ錠 ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 富士製薬工業 真菌症治療剤 0005中止 9603ﾋｰﾄ変更

U NCP U NCP-U ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｳﾗﾘｯﾄ配合錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ

231.5mg，
195mg

日本ｹﾐﾌｧ ｱﾙｶﾘ化療法剤-酸性尿・
ｱｼﾄﾞｰｼｽ改善-

1009剤型変更(前:裸錠)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾗﾘｯﾄ錠)

U U 裸錠 白 無 ﾒﾄﾞﾛｷｼﾝ錠 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟ
ｼﾞｮﾝ

気管支喘息治療剤 9902中止 9609販売元社
名変更

U FS U01 FS-U01 裸錠 白 有 ｱﾌﾟﾄﾞﾙﾐﾝ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 扶桑薬品工業 循環増強剤 0504中止
U HT1U 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠30｢ﾎﾘﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 堀田薬品合成 消炎酵素剤 9601中止
U 裸錠 微黄～淡黄 無 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠5mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 5mg(ﾎﾘﾅｰﾄ

として)
ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 抗葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
U HT2U 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ﾎﾘﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 堀田薬品合成 消炎酵素剤 9601中止
U U2.5 2.5：U2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
赤褐 有 ｱｯﾌﾟﾉｰﾙB錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ

ﾘﾌﾟﾁﾝとして)
高田製薬-塩野義製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬) 081219収載(商品
名変更に伴い，前:ｱｯﾌﾟ

U U2.5 TTS-144 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

赤褐 有 ｱｯﾌﾟﾉｰﾙB錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

高田製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 0904ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

U 裸錠(楕円形) 白又は微黄
帯白

有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠250mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 250mg 塩野義製薬 血糖降下剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

U FS-U03 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙赤 ﾕﾆｯﾄｶﾌﾟｾﾙ-10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 扶桑薬品工業 うっ血性心不全治療剤 9203中止

U ALC:UPJOHN U005 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄半透明 ｱﾛｶ ｵﾙﾉﾌﾟﾛｽﾁﾙ 2.5μ g ﾌｧｲｻﾞｰ 胃潰瘍治療剤 0610中止 0304社名変更
（統合に伴い） 9609社名
変更 9310ﾋｰﾄ変更

U 裸錠(楕円形) 白 有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠500mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 500mg 塩野義製薬 血糖降下剤 030704収載（商品名変更
前：ｼﾞﾒﾘﾝ錠） 0006ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

U RU:009 U RU 009U 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙｶﾞﾑ錠200mg ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙｶﾞﾑ200mg
錠) 0112ﾋｰﾄ変更 9703ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

U ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ZJ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 101119収載

U ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ZJ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 101119収載

U 裸錠 白 無 ｱｲﾛｿﾞﾝ錠 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0004中止 9812ﾋｰﾄ変更
(ｺｰﾄﾞ再記載)

U ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢NUP｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

091001収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠5｢AR｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬からの承継
に伴い

U ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢
NUP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

091001収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠10｢AR｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬からの承継
に伴い

U U25 U25:IW 裸錠 白 有 ｳｶﾞｽﾄﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 岩城製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9908中止 900713収載
U U 031 UPJOHN 031 糖衣錠 白 無 ﾗﾎﾟｰﾙ ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟ

ｼﾞｮﾝ
鎮痛･抗炎症剤 9904中止 9609販売元社

名変更
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U U 041 25:UPJOHN 041 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg ﾌｧﾙﾏｼｱ 抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9609社
名変更 9501ﾋｰﾄ表記載
9312変更

U U 041 25：25mg U041 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗うつ剤 0304社名変更（統合に伴
い） 0303ﾋｰﾄ変更

U U 042 50:UPJOHN 042 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg ﾌｧﾙﾏｼｱ 抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄） 9609社
名変更 9501ﾋｰﾄ表記載
9312変更

U U 042 50：50mg U042 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗うつ剤 0304社名変更（統合に伴
い） 0301ﾋｰﾄ変更

U KX500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｹﾌﾚｯｸｽ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9312中止
U U 055 U 055 裸錠 白 有 ﾐｸﾞｼｽ錠5mg 塩酸ﾛﾒﾘｼﾞﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 片頭痛治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 0103ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)，990507収載

U U UPJOHN 64 裸錠 橙 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ)

U U U084 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ200 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

200mg ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟｼﾞｮﾝ 抗悪性腫瘍経口黄体ﾎﾙ
ﾓﾝ剤

98中止 9609社名変更

U PF:U 100 徐放錠 白 無 ﾕﾆｺﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 1日1回型ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
100mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

U PF:U 100 Otsuka PF U100
100mg:100mg

徐放錠 白 無 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠100(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

U 裸錠 白 無 ﾉﾙﾁｺﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 3mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 過敏性大腸炎治療剤 9106中止
U 裸錠 白 無 ﾋｽﾀｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 4mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
U 裸錠 白 無 ﾜｸﾞﾏﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9106中止
U P F:U 200 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠

200mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

U P F:U 200 Otsuka PF U200
200mg:200mg

徐放錠 白 有 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠200(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

U P F:U 400 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠400 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
400mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

U P F:U 400 Otsuka PF U400
400mg:400mg

徐放錠 白 有 ﾕﾆﾌｨﾙLA錠400mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 大塚製薬 気管支拡張剤 日医工のﾕﾆｺﾝ錠400(ﾃｵ
ﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

U 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載
UA WELLCOME U4A WELLCOME U4A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 高尿酸血症治療剤 0207商品名変更（ｻﾞｲﾛﾘｯ

ｸ錠100に） 旧ｺｰﾄﾞ(9910
まで) 9709ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

UC UC 5 UC211SV 裸錠 黄 無 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠SV5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 進化製薬 代謝性強心剤 9603中止
UC UC 10 UC211SV 裸錠 黄 有 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠SV10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 進化製薬 代謝性強心剤 9603中止
UC UC UC 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢SN｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病

治療剤
081107収載

UCB ucb 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

青 有 ｲｰｹﾌﾟﾗ錠250mg ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 250mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-大塚製
薬

抗てんかん剤 100917収載

UCB ucb 500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 500mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-大塚製
薬

抗てんかん剤 100917収載

UCB 622
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

UCB 622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤 に伴い，前:第一製薬)

UCB 623
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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UCB 623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
UCSV UC 10 UC211SV 裸錠 黄 有 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠SV10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 進化製薬 代謝性強心剤 9603中止
UCSV UC 5 UC211SV 裸錠 黄 無 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠SV5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 進化製薬 代謝性強心剤 9603中止
UCV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｾﾙﾍﾞﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 消化管運動調律剤 0202中止 9710ﾋｰﾄ記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
UD OH UD10 OH-UD-10 裸錠 黄 有 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10｢ﾎｸｴｲ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大原薬品工業 代謝性強心剤 9511中止
UDH OH-UDH-5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾎｸｴｲ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 大原薬品工業 代謝性強心剤 9403中止
UDH OH-UDH-10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10｢ﾎｸｴ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大原薬品工業 代謝性強心剤 9403中止
UDR 253 UDR-10 糖衣錠 黄 無 ﾕﾋﾞﾚｶﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 代謝性強心剤 中止
UFTT TC434  TC434 100mg TC434:100mg

TC434 ﾋｰﾄ耳裏:UFT
T100

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100 大鵬薬品工業 代謝拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg)，ﾋｰﾄ耳裏記号
記載へ変更等

UG 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾍﾞﾈｷｻｰﾄﾍﾞｰﾀﾃﾞ
ｸｽ

200mg 塩野義製薬 胃粘膜防御機構増強 胃
炎・胃潰瘍治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾ

UHI 裸錠 白 無 ﾋｽﾀｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 4mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ﾋｰﾄ 9708ﾋｰﾄ記号削
除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9103変更

ULSA UL SA 裸錠 白 有 ｳﾙｸﾓｰﾙ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 三亜製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 93中止 900713収載
UM Th 6292:500 裸錠(長円形) 灰褐 有 ｳﾛｰﾏﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 合成抗菌剤 91中止
UN UN-125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾆﾊﾟｲﾘﾝ錠125 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 8905中止
UN UN-250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾕﾆﾊﾟｲﾘﾝ錠250 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 8906中止
UN PTU02 PT U02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾅｼﾝ錠 ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載
UNA UNA250mg 裸錠 淡黄赤 有 ｳﾅｾﾙｽ錠250mg ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg ｲｾｲ 合成抗菌製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｳﾅｾﾙｽ)
UNA PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾅｼﾝ錠)

UNACILLINE SD610 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾕﾅｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工 抗生物質製剤 9810中止 97ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

UNF Th 146 Th146 UNF:UNF 糖衣錠 白 無 ｳﾅﾆﾌ錠200 ｱﾙﾐﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痛･抗炎症剤 9808中止 960705収載
UNI UNI 糖衣錠 黄 無 ﾕﾆｽﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 微小循環改善剤 8906中止
UNS 40mg 裸錠 白 無 ﾅｲｽﾀｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 1010中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ﾅｲｽ
ﾀｰﾙ錠)

UP SW 396 SW-396 0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾕｰﾊﾟﾝ錠0.5mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰﾊﾟﾝ0.5)

UP SW 397 SW-397 1:1mg 裸錠 白 有 ﾕｰﾊﾟﾝ錠1.0mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 沢井製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕｰﾊﾟﾝ1.0)

UPB P B 2.5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟｺﾍﾞﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｺﾍﾞﾝ錠)

UPJOHN UPJOHN 002 UPJOHN 002 裸錠 白 有 ｶﾙｽﾐﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟ
ｼﾞｮﾝ

睡眠導入剤 9810中止 9609販売元社
名変更

UPJOHN UPJOHN 003 UPJOHN 003 裸錠 淡黄赤 有 ｶﾙｽﾐﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟ
ｼﾞｮﾝ

睡眠導入剤 9904中止 9609販売元社
名変更

UPJOHN ALC:UPJOHN U005 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄半透明 ｱﾛｶ ｵﾙﾉﾌﾟﾛｽﾁﾙ 2.5μ g ﾌｧｲｻﾞｰ 胃潰瘍治療剤 0610中止 0304社名変更
（統合に伴い） 9609社名
変更 9310ﾋｰﾄ変更

UPJOHN UPJOHN 10 UPJOHN 10 裸錠（楕円形） 淡紫 無 ﾊﾙｼｵﾝ0.125mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg ﾌｧｲｻﾞｰ 睡眠導入剤 0304販売社名変更（統合
に伴い） 0212SP包装表
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
9609販売元社名変更
900713収載

UPJOHN UPJOHN 14 UPJOHN 14 裸錠 淡橙 有 ﾊﾛﾃｽﾁﾝ錠 ﾌﾙｵｷｼﾒｽﾃﾛﾝ 2mg 住友製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 経口男性ﾎﾙﾓﾝ剤 0410中止
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UPJOHN UPJOHN 17 UPJOHN 17 裸錠（楕円形） 淡青 有 ﾊﾙｼｵﾝ0.25mg錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 睡眠導入剤 0304販売社名変更（統合
に伴い） 0212SP包装商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 9609販
売元社名変更

UPJOHN UPJOHN 19 裸錠 黄赤 有 ﾊﾛﾃｽﾁﾝ(5mg) ﾌﾙｵｷｼﾒｽﾃﾛﾝ 5mg 住友製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 経口男性ﾎﾙﾓﾝ剤 0410中止
UPJOHN U 031 UPJOHN 031 糖衣錠 白 無 ﾗﾎﾟｰﾙ ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱｱｯﾌﾟ

ｼﾞｮﾝ
鎮痛･抗炎症剤 9904中止 9609販売元社

名変更
UPJOHN U 041 25:UPJOHN 041 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg ﾌｧﾙﾏｼｱ 抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9609社

名変更 9501ﾋｰﾄ表記載
9312変更

UPJOHN U 042 50:UPJOHN 042 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｼﾞﾚﾙ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg ﾌｧﾙﾏｼｱ 抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄） 9609社
名変更 9501ﾋｰﾄ表記載
9312変更

UPJOHN UPJOHN 49 UPJOHN 49 裸錠 淡紅 有 ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠2mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠
(2mg))

UPJOHN UPJOHN 56 UPJOHN 56 裸錠 白 有 ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠)

UPJOHN U UPJOHN 64 裸錠 橙 有 ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ)

UPJOHN UPJOHN 70 UPJOHN 70 裸錠 白 有 ﾄﾘﾅｰｾﾞ錠 ﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ 100mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱ 経口血糖降下剤 0204中止 9609販売元社
名変更

UPJOHN UPJOHN 72 UPJOHN72 裸錠(楕円形) 白 有 ｿﾗﾅｯｸｽ0.4mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗不安剤 0304販売社名変更（統合
に伴い）

UPJOHN UPJOHN 91 UPJOHN 91 裸錠 白 有 ｿﾗﾅｯｸｽ0.8mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗不安剤 0304販売社名変更（統合
に伴い）

UPJOHN WHR 100 Upjohn WHR 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-日本ｱｯ
ﾌﾟｼﾞﾖﾝ

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9305まで)

UPJOHN Slo-bid 100mg UPJOHN Slo-bid 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売
社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
UPJOHN UPJOHN 114 UPJOHN 114 裸錠 白 有 ﾄﾘﾅｰｾﾞ錠250mg ﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ 250mg 住友製薬-ﾌｧﾙﾏｼｱ 経口血糖降下剤 0204中止 9609販売元社

名変更
UPJOHN WHR 200 Upjohn WHR 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-日本ｱｯ

ﾌﾟｼﾞﾖﾝ
気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

UPJOHN Slo-bid 200mg UPJOHN Slo-bid 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売
社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
UPJOHN UPJOHN 225  UPJOHN

225
UPJOHN225 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg 塩酸ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ 150mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗生物質製剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0304販売社名変更（統合
に伴い）

UPJOHN UPJOHN 331  UPJOHN
331

UPJOHN 331 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ 75mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗生物質製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0304販売社名変更（統合
に伴い）

UPJOHN UPJOHN 336  UPJOHN
336

UPJOHN 336 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/淡青 ﾘﾝｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg 塩酸ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗生物質製剤 0912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ裏→表
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝｺｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

UPN IC-501:UPN 糖衣錠 白 無 ｱｯﾌﾟﾉﾝ錠40mg ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg ｲｾｲ 鎮痛･抗炎症剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｯﾌﾟﾉﾝ錠)

UPN U2.5 2.5：U2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

赤褐 有 ｱｯﾌﾟﾉｰﾙB錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

高田製薬-塩野義製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬) 081219収載(商品
名変更に伴い，前:ｱｯﾌﾟ

UPTT 裸錠 白 無 ﾊﾟﾄｺﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 鎮咳剤 0809中止
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UR O.S UR O.S-UR 裸錠 淡橙 有 ｳﾛﾀﾞｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 利尿降圧剤 9504中止
UR 裸錠 白 無 ｳﾙｿｻﾝ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名，ﾋｰﾄ（0407迄)，

品名変更に伴い
UR 裸錠 白 有 ｳﾙｿ100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名，ﾋｰﾄ（0407迄），

品名変更に伴い
UR EISAI UR250 EISAI UR250 裸錠 白 無 ｳﾛｻｲﾀﾞﾙ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾁｿﾞｰﾙ 250mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ｻﾙﾌｧ剤 0006中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
UREA URE-A:MECT KI-2154 裸錠 白 有 ｳﾚﾄﾝA錠 ﾒｸﾄ 血圧降下剤 9306中止
URL URL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾘﾌﾗｰﾄ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 東洋新薬 頻尿治療剤 9010中止
URT URT-1 裸錠 黄 有 ｳﾛﾀｲｼﾝ錠1 ﾌﾞﾒﾀﾆﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 利尿剤 9002中止 薬価削除
URX MO200 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
URX MO201 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
US US 50 US 50mg 裸錠 白 無 ｳﾙﾃﾞﾅｼﾝ錠50 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 大洋薬品工業 肝･胆･消化機能改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏一般

名記載(ｶﾀｶﾅ)
US Tw US Tw.US 100 裸錠 白 有 ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 東和薬品 肝･胆･消化機能改善剤 091113収載(商品名変更

に伴い，前:ｳﾙﾃﾞｽﾄﾝ錠
100)

US US 100 100mg:100mg US100mg 裸錠 白 有 ｳﾙﾃﾞﾅｼﾝ錠100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 大洋薬品工業 肝･胆･消化機能改善剤 0510ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ表記
載から裏記載へ) 0203ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

USM CH 裸錠 白 有 ｳｷｻﾓｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 長生堂製薬 脂質代謝異常･末梢血行
障害改善剤

9505中止 9108ﾋｰﾄ
(USM-200)削除

UST UST:IC-405 裸錠(花型) 淡赤 有 ｳﾙｿﾄﾗﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｲｾｲ 降圧利尿剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙｿﾄﾗﾝ)

USV NF 325 NF325:USV 糖衣錠 白 無 ﾕｰｽﾋﾞﾙ錠 ｿﾘﾌﾞｼﾞﾝ 50mg 日本商事 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(帯
状疱疹)

9310停止 930827収載

UT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾒﾘﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｷｯｾｲ薬品工業 切迫流･早産治療剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ｳﾃﾒﾘﾝ），ﾋｰﾄ変

UT CH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾛﾅﾘﾝ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 長生堂製薬 切迫早産治療剤 98中止 940708収載
UTL 108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 97ﾋｰﾄ変

更 9411本体刻印
V O.S-V 0.25 0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～淡黄

褐
ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -

OH-D3製剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ
0.25)

V O.S-V 0.5 0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～微黄 ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ

V V1 V1 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大興製薬-大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

V YT V1 YT-V1:YT-V1 CYT-D 口腔内崩壊錠 白 有 ｻｲﾄｯｸD錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 990315承
認 9907販売

V O.S-V 1.0 1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑～緑 ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 Ca・骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾛｱﾙﾌｧ

V MS V01 MS VK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ錠明治 ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9007中止
V V 2 V2 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
大興製薬-大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
080704収載

V TW 裸錠 白 無 ﾊﾞｲｼﾘﾝV2錠 万有製薬 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
V 裸錠 白 有 ﾍﾞﾍﾞﾛﾝ 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 4mg 沢井製薬-明治製菓 気管支拡張剤 9611中止
V SW V2:SW-V2 0.2 0.2 裸錠(口腔内崩

壊錠)
帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ｻ

ﾜｲ｣
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善

剤
070706収載

V HT 3V HT3V 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓｴﾝﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 鶴原製薬 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0003承継(堀田薬品合成
より) 960705収載

V SW V3:SW-V3 0.3 0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

V HT 5V TSU044 200mg:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾊﾞﾅｼﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 鶴原製薬 骨粗鬆症治療剤 0908商品名変更(前:ｲﾊﾞﾅ
ｼﾝ錠)

V FS V07 FS-V07 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠”ﾌｿｰ” ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 扶桑薬品工業 凝血性ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 0703中止 9912ﾋｰﾄ商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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V ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙｼﾞｻｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ﾏﾙｺ製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更 0605頃日
医工のみ中止

V 裸錠 黄 有 ﾊﾞｽｸﾗｰﾄ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 血管拡張剤 9612中止
V FS-V12 FS-V12 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾘｱｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 扶桑薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810中止 900713収載
V PH343 糖衣錠 赤 無 ﾌﾞｲ12 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0406中止
V 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/乳白 ﾊﾛﾌｨｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾏﾙｺ製薬 脂質代謝改善剤 9405中止
V V101 裸錠 淡灰白 有 ｳﾛｼﾞｸｽ250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 東邦新薬 合成抗菌剤 中止
V KB V250 VC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾗｼﾘﾝ錠 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 経口用合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0207迄) 97

ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名
V V250 VC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 無 ﾊﾞﾗｼﾘﾝ錠 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ-日本ﾕﾆﾊﾞｰ

ｻﾙ薬品
経口用合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0905中止 0808販売元変

更(前:日本ﾌｧｰﾏﾌﾟﾛﾓｰｼｮ
V KN:V KN276 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾄﾞﾘﾝF錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 小林化工 循環系作用物質製剤 1011中止
V.E. V.E.50 糖衣錠 橙 無 ﾊﾞﾅｰﾙE50 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 旧ｺｰﾄﾞ（03頃迄）
V.E. V.E.100 糖衣錠 橙 無 ﾊﾞﾅｰﾙE100 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 94中止
VA IC-415 VA 裸錠 黄 無 ﾊﾞﾒｰﾀ錠｢ｲｾｲ｣ 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg ｲｾｲ 末梢循環治療剤 9412中止
VAL 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
VAL 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
VAN

250
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

VAN 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
VAS 裸錠 黄 有 ﾊﾞｽｸﾗｰﾄ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 血管拡張剤 9612中止
VASRB Sc 253 VAS-RB2.5 Sc253 錠剤 白～帯黄白 有 ﾊﾞｿﾚｰﾀｰRB2.5 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 2.5mg 三和化学研究所 持続型心疾患用口腔内

貼付剤
0603中止 0508SP変更
(表品名記載等) ﾊﾞｯｶﾙ錠

VB Tw B10 Tw.VB6-P-10
耳:Tw.VB6-P-10

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

VB Tw B30 Tw.VB6-P-30
耳:Tw.VB6-P-30

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0403中止 89本体ｺｰﾄﾞ化

VB Tw VB12M Tw.VB12･M 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤
VB Tw 307 Tw.VB12･M500 糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500｢ﾄｰﾜ｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 東和薬品 末梢性神経障害治療剤 旧ﾋｰﾄ(0212頃迄) 0208刻

印追加 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

VB SW 125 SW-125 4 裸錠 白 有 ﾍﾞﾍﾞﾛﾝ 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 4mg 沢井製薬 気管支拡張剤 0109中止 00本体刻印，
ﾋｰﾄ変更(4追加)裏商品
名記載

VB SW MED-141 MED-VB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾍﾞｺｰﾙ ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬 合成抗菌剤 90中止
VBM PT 094 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9004中止
VBM PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)
VBM PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

VBM PT 095 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9010中止
VBM PT 097 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

VC V250 VC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞﾗｼﾘﾝ錠 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ-日本ﾕﾆﾊﾞｰ
ｻﾙ薬品

経口用合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0905中止 0808販売元変
更(前:日本ﾌｧｰﾏﾌﾟﾛﾓｰｼｮ

VC KB V250 VC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾗｼﾘﾝ錠 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 経口用合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0207迄) 97
ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名

VD SW 942 SW-942 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾋﾞﾀﾀﾞﾝ配合錠 ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 神経･筋機能賦活剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾀﾞﾝ錠)

VE VE 糖衣錠 橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝE糖衣錠｢三研｣ 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 三和化学研究所 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9601中止
VE V.E.50 糖衣錠 橙 無 ﾊﾞﾅｰﾙE50 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 旧ｺｰﾄﾞ（03頃迄）
VE V.E.100 糖衣錠 橙 無 ﾊﾞﾅｰﾙE100 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 94中止
VE VE315SV 糖衣錠 橙 無 ﾅﾊﾞﾄｰﾙ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 進化製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9504中止
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VECTANCA
P.

Vectan Cap.:100mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(球形) 赤 ﾍﾞｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 0802社名変更(前:ﾒﾙｸ製
薬) 0607社名変更
051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｸﾀﾝ球)

VEGA 糖衣錠 赤 無 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A配合錠 塩野義製薬 精神神経用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A)

VEGB 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B配合錠 塩野義製薬 精神神経用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B)

VESV VE315SV 糖衣錠 橙 無 ﾅﾊﾞﾄｰﾙ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 進化製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9504中止
VFD Pfizer：VOR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載
VFD Pfizer：VOR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載

VFT 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾛｼﾞﾝ2 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 中止
VFT MM 713 VFT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾊﾞｿﾞﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 森下ﾙｾﾙ 微小循環改善剤 9101中止
VG SW VG2：0.2 SW-VG2 0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg「SW」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
VG SW VG3：0.3 SW-VG3 0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg「SW」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 沢井製薬 糖尿病食後過血糖改善 050708収載
VGC VGC：450 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡赤 無 ﾊﾞﾘｷｻ錠450mg ﾊﾞﾙｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩 450mg(ﾊﾞﾙｶﾞ

ﾝｼｸﾛﾋﾞﾙとし
て)

田辺三菱製薬 抗ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ化学療
法剤

0710社名変更（前：田辺
製薬）

VGR Pfizer:VGR25 VIAGRA25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠25mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 25mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1108迄) 薬価
未収載

VGR Pfizer:VGR25
25

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠25mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 25mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 1108ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

VGR Pfizer:VGR50 VIAGRA50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 50mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1102迄) 薬価
未収載

VGR Pfizer:VGR50
50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 50mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 1102ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

VH VH2 VH2 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠200mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0606ヒートｺｰﾄﾞ変更
（VH2->VH200)，ﾋｰﾄ裏記

VH VH4 VH4 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠400mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0603ヒートｺｰﾄﾞ変更
（VH4->VH400)，ﾋｰﾄ裏記

VH VH2 VH2 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠200mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0606ヒートｺｰﾄﾞ変更
（VH2->VH200)，ﾋｰﾄ裏記

VH VH4 VH4 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠400mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0603ヒートｺｰﾄﾞ変更
（VH4->VH400)，ﾋｰﾄ裏記

VIAGRA Pfizer:VGR25 VIAGRA25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠25mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 25mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1108迄) 薬価
未収載

VIAGRA Pfizer:VGR50 VIAGRA50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 50mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1102迄) 薬価
未収載

VIDEX VIDEX:25 裸錠 微黄白～淡 無 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽ錠25 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0911中止
VIDEX VIDEX:50 裸錠 微黄白～淡 無 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽ錠50 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 50mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0911中止
VIDEX VIDEX:100 裸錠 微黄白～淡 無 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽ錠100 ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0911中止
VIR KI 3134 VIR:MECT KI-3134 裸錠 黄 有 ﾋﾞﾗｽ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ﾒｸﾄ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9710中止 060707収載の

ﾋﾞﾗｽ錠125mg(塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅ
ﾌｨﾝ)とは成分が異なる

VIRACEPT VIRACEPT:250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

薄青 無 ﾋﾞﾗｾﾌﾟﾄ錠250mg ﾒｼﾙ酸ﾈﾙﾌｨﾅﾋﾞﾙ 250mg 日本たばこ産業-中外製
薬，鳥居薬品

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾗｾﾌﾟﾄ錠)

VISV VI VI219SV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾘﾉﾌﾞﾚｰﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 進化製薬 脳循環代謝改善剤 9603中止 920710収載
VIT DV:0.25 DV 0.25:VIT-0.25 DV

0.25
裸錠 白 無 ﾋﾞﾀﾐﾛCT錠0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 同仁医薬化工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0212中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707
VIT DV:0.5 DV 0.5:VIT-0.5 DV 0.5 裸錠 白 無 ﾋﾞﾀﾐﾛCT錠0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 同仁医薬化工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0110中止 9801ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 950707
VITAMINC 錠剤 黄 無 ビタミンC「ﾀｹﾀﾞ」 武田ﾍﾙｽｹｱ-武田薬品工

業
ﾋﾞﾀﾐﾝC製剤
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VITAMINK SD312 VITAMIN K1-5 裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠｢昭和｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 昭和薬品化工 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9110中止
VK Tu VK TU VK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 辰巳化学-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ，昭

和薬品化工，ﾏｲﾗﾝ製薬
循環障害改善剤 0906ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴

い(前:大蔵製薬)
VK Tw VK1 Tw.VK1 裸錠 淡黄 有 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ錠｢ﾄｰﾜ｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 東和薬品 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 94中止
VK MS V01 MS VK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ錠明治 ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9007中止
VK IC-422:VK5 糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠5 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ｲｾｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 98ﾋｰﾄ表変更
VK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大蔵製薬 循環障害改善剤 9206中止
VK OI7 OI7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大蔵製薬-ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ，

昭和薬品化工，ﾏｲﾗﾝ製
薬

循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄)，承継に
伴い(新:辰巳化学) 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

VK VK:TKS251 糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 帝国化学産業-ﾅｶﾞｾ医薬
品

ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9510中止

VKK 糖衣錠 白 無 VK1糖衣錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 富山化学工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9604中止
VKT 裸錠 淡橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠“ﾌｧｲｻﾞｰ“ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9002中止
VM SW 014 SW-014 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾋﾞﾀﾏﾙ配合錠 沢井製薬-扶桑薬品工業 神経･筋機能賦活剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾀﾏﾙ錠)
VMT MCI 061:0.25 MCI061 裸錠 薄橙 無 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元
変更(日研化学より)

VMT MCI 062:0.5 MCI062 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元

VMT MCI 063:1 MCI063 裸錠 白 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元

VMT MCI 064:2 MCI064 裸錠 薄青 有 ﾊﾞｿﾒｯﾄ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg 田辺三菱製薬 持続性α 1遮断薬 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0204販売元

VN MO251 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡桃 ﾍﾞﾅﾗ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 持田製薬 脳･末梢血流改善剤 9311中止
VOL CG 301 25mg：25mg CG301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠)
VOLSR CG305  CG305 VOL SR 37.5mg：

SR37.5mg CG 305
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 同仁医薬化工-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
徐放性鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟ
ｾﾙ)

VOP VOP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾎﾞﾙﾄﾐｰｶﾌﾟｾﾙ 全星薬品工業 総合消化酵素製剤 9208中止
VOR Pfizer：VOR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載
VOR Pfizer：VOR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載

VOT VOT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯微灰
白

無 ﾎﾞﾙﾄﾐｰ配合錠 全星薬品工業-全星薬品 総合消化酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾙﾄﾐｰC錠)

VP VP 糖衣錠 黄褐 無 ﾍﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄ錠 日本ｶﾞﾚﾝ 腫脹治療剤 0502中止 9809ﾋｰﾄ記号
削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

VP 裸錠 白 無 ﾊﾞｽﾌﾟﾚﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳血流障害改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

VP Vp 裸錠 白 有 ﾍﾞｽﾄﾌｨﾘﾝ錠 ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ
ｵｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃｵﾌｨﾘﾝ

200mg 日本新薬 冠循環改善剤 9506中止

VP Bristol VP 331 軟ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙 ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 25mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 9503中止
VP Bristol VP 332 軟ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤 ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 9503中止
VP Bristol VP 333 軟ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤 ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 9503中止
VPAR Kw VPA R 200:Kw VPA R 200 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑSR錠

200mg｢ｱﾒﾙ｣
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 共和薬品工業 抗てんかん剤 躁病･躁状

態治療剤
060707収載

VRG VRG5mg 裸錠 白 有 ﾋﾞﾘﾝｶﾞﾙ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ｲｾｲ 高血圧･不整脈治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾘﾝｶﾞﾙ5)

VS BRISTOL 110 VS 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/卵色 ﾊﾞｰｻﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾍﾀｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 250mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9012中止
VSD VSD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾞｿﾃﾞﾆｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 脳循環代謝改善剤 中止 900713収載
VSR VSR 221 糖衣錠 白 無 ﾊﾞｯｻﾘﾝF錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 94中止
VT Tu-VT Tu-VT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/淡黄 ﾍﾞﾝﾂｲﾝｶﾌﾟｾﾙ 辰巳化学 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9302中止
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VU SANDOZ:V U 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 武州製薬-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 本体や
品名も05迄に変更(ｼﾞｺﾞｷ
ｼﾝ錠0.25mg「AFP」へ)

VU SANDOZ：V U 0.25mg：0.25mg VU 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 武州製薬-ｱｽﾞｳｪﾙ 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0312迄) 0304販
売元変更（前：ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ），ﾋｰﾄ変更

W 軟ｶﾌﾟｾﾙ 暗褐 ﾊｲﾃｲｸﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾋﾄﾞﾛﾀｷｽﾃﾛｰﾙ 0.125mg 日本ｻﾉﾌｨ-鳥居薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝDｱﾅﾛｸﾞ製剤 9807中止 9507輸入元社
名変更

W MS W-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9012中止
W MS W-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
W MS W05 MS WDM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝ錠 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
W ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙｼﾞｻｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾏﾙｺ製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更 0609日医
工のみ中止

W 糖衣錠 白 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾏﾙｺ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 不整脈治療剤 9608中止
W ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾘｱﾅｰﾙ錠200mg ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ 200mg 田辺三菱製薬 気道分泌細胞正常化剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 011207収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

W M 601:2.5 M601 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾏｲﾗﾝ製薬 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

080704収載

W NF 114:W NF114 裸錠 灰白 有 ﾃﾚﾊﾟｰｸ ｲｵﾊﾟﾉ酸 500mg ｱｽﾞｳｪﾙ 経口胆嚢胆管造影剤 0005中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

W M 611:80 M611 80mg:M611 80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ﾏｲﾗﾝ製薬･ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

前立腺癌治療剤 090515収載

W 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/乳白 ﾄﾞｸﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg わかもと製薬 上腹部不快症状改善剤 9104中止
W NF 200:W NF200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾏｲﾃﾗｰｾﾞ錠10mg 塩化ｱﾝﾍﾞﾉﾆｳﾑ 10mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 重症筋無力症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏｲﾃﾗｰｾﾞ)
W 裸錠 黄 有 ﾅﾌﾞﾛﾐﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg わかもと製薬 代謝性心疾患治療剤 0105中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
W 裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 920710収

載
W 裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 98ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
W 裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝｷｿｰﾙ錠)
02ﾋｰﾄ変更，裏AKT削除

W 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載(商品名変更 前:ｳｲﾝ
ﾄﾏｲﾛﾝ錠)

W 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ｱﾀﾞｯｸｽ わかもと製薬 排尿障害改善剤 0208中止 9801ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

W 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 9710ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

W 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

02頃ﾋｰﾄ変更，裏LNC削
除

W 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg わかもと製薬 喘息治療剤 1103中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｻﾞ
ﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

W W 305 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
W W 310 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1010本体ｺｰﾄﾞ追加
W ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg わかもと製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
W ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg わかもと製薬 代謝性製剤 0103中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
W W 315 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
W W 325 S250μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1012本体ｺｰﾄﾞ追加
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W W 350 S500μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
W 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬) 98ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
W M 906 M906 2mg:2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg ﾏｲﾗﾝ製薬 抗精神病剤 080201収載(商品名変

更，前:ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾒ
ﾙｸ｣)，社名変更に伴い
(前:ﾒﾙｸ製薬)

WACC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾌﾟｻﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg わかもと製薬 脳血流促進剤 9104中止
WADC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ｱﾀﾞｯｸｽ わかもと製薬 排尿障害改善剤 0208中止 9801ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
WBST 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵｾﾞｯｸｽ腸溶錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg わかもと製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9009中止
WCOT W 325 S250μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1012本体ｺｰﾄﾞ追加
WCOT W 350 S500μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
WCZT CIZELIN 100 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
WCZT CIZELIN 200 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
WDM MS W05 MS WDM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝ錠 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
WDOC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/乳白 ﾄﾞｸﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg わかもと製薬 上腹部不快症状改善剤 9104中止
WELLCOME WELLCOME K7A WELLCOME K7A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｲﾑﾗﾝ錠 ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(0507迄) 9910剤

型変更(前:裸錠) 9712ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

WELLCOME WELLCOME Y2B WELLCOME Y2B 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾃﾘﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

住友製薬-ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 合成抗菌剤 0001中止 9706ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

WELLCOME Wellcome Y9C 100：
GlaxoSmithkline

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(接合
部:青)

ﾚﾄﾛﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(ｴｲ
ｽﾞ等)

旧本体，ｺｰﾄﾞ(0506迄)
0303PTPｼｰﾄに変更

WELLCOME WELLCOME A2A 有核錠 白(内核:淡 無 ｱﾙｹﾗﾝ錠 ﾒﾙﾌｧﾗﾝ 2mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗多発性骨髄腫剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧剤型(9912ま
WELLCOME WELLCOME O2F WELLCOME O2F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9712

ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名
WELLCOME WELLCOME P3A 裸錠 紅橙 有 ﾍﾞﾀﾆﾄﾞｰﾙ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 日本ｳｴﾙｶﾑ 高血圧症治療剤 9403中止
WELLCOME WELLCOME U4A WELLCOME U4A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 高尿酸血症治療剤 0207商品名変更（ｻﾞｲﾛﾘｯ

ｸ錠100に） 旧ｺｰﾄﾞ(9910
まで) 9709ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

WELLCOME
BF

WELLCOME B4F WELLCOME B4F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9711
ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名

WENT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘﾅｰｾﾞ錠5 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg わかもと製薬 消炎酵素製剤 0209中止 9710ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

WF EISAI WF001 裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
0208ﾋｰﾄ変更

WF EISAI WF005:5 裸錠 帯赤橙 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
WF 裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品

工業
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

WFAM RY Wf-AM7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-田辺三菱
製薬

睡眠障害改善剤 0712中止 0710社名変更
（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
0006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

WFAM RY Wf-AM10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504迄) 0006ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

WFAM ZC Wf-AM10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-田辺三菱
製薬

睡眠障害改善剤 0712中止 0710社名変更
（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
0504本体ｺｰﾄﾞ変更(前：

WFT W 305 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
WFT W 310 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1010本体ｺｰﾄﾞ追加
WFT W 315 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加
WHR WHR 100 Upjohn WHR 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透

明
ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-日本ｱｯ

ﾌﾟｼﾞﾖﾝ
ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9305まで)
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WHR WHR 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

WHR WHR 200 Upjohn WHR 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-日本ｱｯ
ﾌﾟｼﾞﾖﾝ

気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

WHR WHR 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
WHT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾋｸﾞﾛﾐﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg わかもと製薬 気道粘液溶解剤 9505中止
WIN 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載(商品名変更 前:ｳｲﾝ
ﾄﾏｲﾛﾝ錠)

WIN 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 98ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
WINT SYT012 裸錠(ｶﾌﾟﾚｯﾄ型) 灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾘﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 三恵薬品 合成抗菌剤 04頃中止
WINT SYT013 裸錠(ｶﾌﾟﾚｯﾄ型) 灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾘﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 三恵薬品 合成抗菌剤 04頃中止
WL WL 裸錠 白 無 ｳｪﾙﾋﾞｰ錠2.5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
WL WL5 WL5 裸錠 白 有 ｳｪﾙﾋﾞｰ錠5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ｻﾝﾄﾞ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
WLST 裸錠 白 有 ﾘｼﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg わかもと製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0212中止 9805ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
WMLT 10 裸錠 白 無 ﾐｻｲﾗｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg わかもと製薬 消炎酵素剤 0212中止 9805ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
WMLT 30 裸錠 白 無 ﾐｻｲﾗｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg わかもと製薬 消炎酵素剤 0212中止 9710ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
WNBT 裸錠 黄 有 ﾅﾌﾞﾛﾐﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg わかもと製薬 代謝性心疾患治療剤 0105中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
WP WP-01 WP-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶｲｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 湧永製薬 止瀉剤 中止 920710収載
WPFT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg わかもと製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
WPFT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg わかもと製薬 代謝性製剤 0103中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
WPLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾙﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg わかもと製薬 脳循環代謝改善剤 9711中止 920710収載
WPT 糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞｼﾉﾝP腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg わかもと製薬 代謝性製剤 0201中止 9808ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
WPX WPX0.5 裸錠 白 無 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠0.5 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ-山之内

製薬
ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0203迄)

WPX WPX0.5 0.5mg:0.5mg 裸錠 白 無 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠0.5 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

WPX WPX1.0 裸錠 白 有 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠1.0 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ-山之内
製薬

ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0203迄)

WPX WPX1.0 1.0mg:1.0mg 裸錠 白 有 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠1.0 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

WRST 裸錠 白 無 ﾚｽﾎﾟｰﾙ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg わかもと製薬 乳癌治療剤 0807中止 04頃ﾋｰﾄ変更，
RST削除等

WRZ 144 WRZ 糖衣錠 白 無 ﾜﾗｼﾞｽ持効錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ｴﾑ･ｴﾌ製剤研究所 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9507中止
WS WS 糖衣錠 白 無 ﾜﾝｻｰ錠25 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾒﾙｸ製薬 抗めまい剤 0702中止 0607社名変更

9708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化 裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

WT 糖衣錠 薄赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 12.5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

WT 糖衣錠 赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0107本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

WT 糖衣錠 赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0108本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印
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WY WY20 WY20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～帯黄灰
白

無 ﾋﾞﾋﾞｱﾝﾄ錠20mg 酢酸ﾊﾞｾﾞﾄﾞｷｼﾌｪﾝ 20mg(ﾊﾞｾﾞﾄﾞ
ｷｼﾌｪﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 骨粗鬆症治療剤 100917収載

WY WY-149 糖衣錠 黄 無 ｱｯﾌﾟｻ-100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 渡辺薬品工業 抗痙縮剤 99中止
WYETH WYETH LMT 裸錠 白 有 ﾛﾗﾒｯﾄ錠1.0 ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 900824収

載
WYETH WYETH WYETH 1.0mg:1.0mg 裸錠 白 有 ﾛﾗﾒｯﾄ錠1.0 ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ-あすか製薬，武

田薬品工業
睡眠導入剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
WYT NF 122 NF122 裸錠 白 有 ﾜｲﾃﾝｽ錠2mg 酢酸ｸﾞｱﾅﾍﾞﾝｽﾞ 2mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高血圧症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾜｲﾃﾝｽ錠)
WYTENS NF 122 NF122 裸錠 白 有 ﾜｲﾃﾝｽ錠2mg 酢酸ｸﾞｱﾅﾍﾞﾝｽﾞ 2mg ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ 高血圧症治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾜｲﾃﾝｽ錠)
X MS X-01  MS X-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 明橙/明橙 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ
X MS X02 MS XE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠 明治製菓 消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
X MS X02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合錠 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠)
X SEARLE：BX 裸錠 白～微黄白 無 ﾉﾘﾆｰﾙT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ

ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
1mg，
0.035mg

科研製薬 経口避妊剤(8～16日分) 1007中止 0806商品名変
更(前:ﾉﾘﾆｰﾙT28) 0309本
体ｺｰﾄﾞBX追加

X SEARLE：BX 裸錠 淡青 無 ﾉﾘﾆｰﾙT28錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ｴﾁﾆﾙｴｽ
ﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.035mg

科研製薬 経口避妊剤(1～7日，17
～21日分)

1007中止 0806商品名変
更(前:ﾉﾘﾆｰﾙT28) 0309本
体ｺｰﾄﾞBX追加

X 裸錠 白 無 ｼﾞﾒﾄｯｸｽ錠1 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

持続性心身安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 0305ﾋｰﾄ変更（裏

X ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵｱﾆﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 循環機能改善剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

XC NV:X C 2.5mg：XC 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ
2.5mg) 0702本体ｺｰﾄﾞ変

XC 2.5mg：XC 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)

9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

XD XD 1:☆ORGANON XD1:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠25 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg MSD うつ病･うつ状態治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

XD XD 2:☆ORGANON XD2:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾘﾝ錠50 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg MSD うつ病･うつ状態治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

XE MS X02 MS XE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠 明治製菓 消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
XJ SANDOZ:X J 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 淡赤 有 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠1mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
作用持続性高血圧症治
療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収載

XJ SANDOZ:X J 1mg：1mg XJ 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 淡赤 有 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠1mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 作用持続性高血圧症治
療剤

旧本体ｺｰﾄﾞ(0711迄)
0302ﾋｰﾄ変更

XJ NV:X J 1mg：1mg XJ 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 淡赤 有 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠1mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 作用持続性高血圧症治
療剤

1003中止 0711本体ｺｰﾄﾞ
変更

XJG GS XJG GS XJG ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 無 ﾀｲｹﾙﾌﾞ錠250mg ﾄｼﾙ酸ﾗﾊﾟﾁﾆﾌﾞ水和物 250mg(ﾗﾊﾟﾁ
ﾆﾌﾞとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗悪性腫瘍剤/ﾁﾛｼﾝｷ
ﾅｰｾﾞ阻害剤

090619収載

XO Y:CY XO Y-CYXO 糖衣錠 白 無 ﾁｽﾀﾆﾝ糖衣錠100mg L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 田辺三菱製薬 去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｽﾀﾆﾝ糖衣

XP XP 3 ORGANON XP3:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg MSD Caﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持効
性製剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

XP XP 4 ORGANON XP4:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃橙/橙 ｾﾊﾟﾐｯﾄ-Rｶﾌﾟｾﾙ20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg MSD Caﾌﾞﾛｯｶｰ･ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ持効
性製剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

XX X X XX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg 塩酸ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

101210収載
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XZ SW 108 SW-108 200：200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｷｻﾌﾟｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0706中止 03ﾋｰﾄ変更，表
200追加等 98ﾋｰﾄ裏記号
(SW-XZ200)削除

XZR XZR 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｻｼﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 中止 920710収載
Y RN 100:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
Y RN 50:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
Y HT 2Y HT2Y 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾏﾘｵｯﾄﾝ錠200 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 堀田薬品合成 広範囲経口抗菌剤 0003承継（陽進堂へ，そ

の後ｱｽﾃﾞｭﾌｪ錠200mgが
代替新規） 970711収載

Y ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵｱﾆﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 循環機能改善剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

YA YA:10 YA922 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾗﾋﾟｱｰｾﾞ10mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg ﾔｸﾙﾄ本社-日本化薬 消炎酵素製剤 0207中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載 900713収載

YA YA 912 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙黄/淡橙
黄

ﾋﾞｵﾗｸﾁｽｶﾌﾟｾﾙ ｶｾﾞｲ菌製剤 165mg ﾔｸﾙﾄ本社 乳酸菌製剤 0408中止

YA YA916 ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙白 ﾕﾆｾﾗｰｾﾞ ﾔｸﾙﾄ本社 消化酵素剤 中止
YA YA918 裸錠 白 有 ｷｼﾏﾉｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾔｸﾙﾄ本社 高血圧･不整脈治療剤 8612中止
YA YA919 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾘｽﾀﾐﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ﾔｸﾙﾄ本社 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 中止
YA YA YA920 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｱｰｾﾞ ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg ﾔｸﾙﾄ本社-日本化薬 消炎酵素製剤 9903中止
YA YA:10 YA922 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｾﾗﾋﾟｱｰｾﾞ10mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg ﾔｸﾙﾄ本社-日本化薬 消炎酵素製剤 0207中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載 900713収載
YAD Y AD05 Y-AD05：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾞﾋﾞｵｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾌｪﾄﾛｰﾙ 5mg 田辺三菱製薬 β -受容体遮断剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾄﾞﾋﾞｵｰﾙ錠)
YALE n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0203中止 980710収載

YAM YD007 裸錠 白 有 ﾖｳｱﾓｰﾙ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 陽進堂 脂質代謝･末梢血行改善
剤

0707中止

YAM RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

YAM RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

YANI Tw 242 ANI:Tw242 Y-ANI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆｶｾｰﾄ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 脳代謝改善剤 9805中止 970711収載
YAP Y AP05:5 Y-AP05 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾊﾟﾐﾝ錠5mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 精神神経安定剤 0206中止
YAP Y AP10:10 Y-AP10 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾊﾟﾐﾝ錠10mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 10mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 精神神経安定剤 0205中止 0110社名変更
YAP Y AP25:25 Y-AP25:Y-AP25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾊﾟﾐﾝ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 精神神経安定剤 0205中止 0110社名変更
YB Y B YD269 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾍﾞﾙﾅｰｸ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 陽進堂 心疾患治療剤 0505中止 0302本体ｺｰﾄﾞ

記載
YB WELLCOME Y2B WELLCOME Y2B 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾃﾘﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ

ﾌﾟﾘﾑ
400mg，
80mg

住友製薬-ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 合成抗菌剤 0001中止 9706ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

YBA Y BA25 Y-BA25 裸錠 白 有 ﾊﾞｲｶﾛﾝ錠25mg ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 田辺三菱製薬 降圧利尿剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｲｶﾛﾝ錠)

YBL Y BL5 Y-BL5 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞｲﾛﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 田辺三菱製薬 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

YBL Y BL10 Y-BL10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲﾛﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 田辺三菱製薬 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

YBR n 648
648 2.5

裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

経口血糖降下剤 0007中止 930909販売

YBT Y:BT 50 50mg:Y-BT50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾁｰﾙ錠50mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ｽﾙﾄﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

全星薬品工業-田辺三菱
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系抗精神病剤 100528収載

YBT Y:BT 100 Y-BT100 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾁｰﾙ錠100mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 100mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0312ﾋｰﾄ変更

YBT Y:BT 200 Y-BT200 200mg：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾁｰﾙ錠200mg 塩酸ｽﾙﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 200mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ系抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 04ﾋｰﾄ変更

YBZA KK 313 Y-BZA200 200mg:Y-
BZA200

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
KOBA｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林薬学工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

高脂血症治療剤 0012中止 980710収載
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YC Wellcome Y9C 100：
GlaxoSmithkline

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(接合
部:青)

ﾚﾄﾛﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(ｴｲ
ｽﾞ等)

旧本体，ｺｰﾄﾞ(0506迄)
0303PTPｼｰﾄに変更

YC 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾔﾏｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 山之内製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(03頃迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更

YCA Y CA:5 Y-CA5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠5mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 5mg 田辺三菱製薬 組織ACE阻害型降圧剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

YCA Y CA:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠5mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 5mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
YCA Y CA:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
YCA Y CA:10 Y-CA10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg 田辺三菱製薬 組織ACE阻害型降圧剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変更
YCA Y CA:20 Y-CA20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠20mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 20mg 田辺三菱製薬 組織ACE阻害型降圧剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
YCA Y CA:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠20mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 20mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
YCAM n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ
経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ

YCB Y CB1 1mg:Y-CB1 1mg 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0206中止 0110社名変更
950724承認 970728販売

YCB Y CB1 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 全星薬品工業-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0209ﾋｰﾄ表1mg

CB1）削除 011225承継
(三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

YCB Y CB1 Y-CB1 CBT:1mg 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 全星薬品工業-全星薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0706中止 0208ﾋｰﾄ変更
011225承継（三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏより），ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

YCC Y-CC0.25 0.25 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大正薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0012中止 940708収載

YCC Y-CC0.5 0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ｶﾙｼｵﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大正薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0103中止 940708収載

YCF Y CF10 Y-CF10 10mg：Y-CF10
10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾌｪｸﾄﾝ錠10mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）な

YCF Y CF25 Y-CF25 25mg：Y-CF25
25mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾌｪｸﾄﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）等

YCF Y CF50 Y-CF50 50mg：50mg Y-
CF50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾌｪｸﾄﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）等

YCH Y CH15 糖衣錠 橙黄 無 ｸﾛﾁｷｾﾝ糖衣錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 15mg 吉富製薬 精神神経安定剤 9404中止
YCH Y CH50 糖衣錠 橙黄 無 ｸﾛﾁｷｾﾝ糖衣錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 50mg 吉富製薬 精神神経安定剤 9404中止
YCL Y-CL25 Y-CL25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｺﾚｿﾙﾋﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 吉富製薬 脂質代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
YCL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｺﾚｿﾙﾋﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､

吉富薬品
脂質代謝改善剤 0107中止 9711本体，ﾋｰﾄ

変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

YCN n 297 裸錠 白 有 ｺﾌﾉｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ
ｲﾄﾞ､吉富薬品

気道潤滑去痰剤 0202中止 930909販売

YCO Y:CO 12.5 Y-CO12.5 12.5mg：
12.5mg

糖衣錠 黄 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 12.5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載など
0207商品名変更
(前:12.5mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)

YCO Y CO25 Y-CO25 25mg：25mg 糖衣錠 白 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠25mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0301ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
0207商品名変更
(前:25mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)
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YCO Y CO50 Y-CO50 50mg：50mg 糖衣錠 淡黄 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠50mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0302ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
0207商品名変更
(前:50mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)

YCO Y CO100 Y-CO100 100mg：100mg 糖衣錠 黄 無 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠100mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 100mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
0207商品名変更
(前:100mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠)

YCR Y CR10 Y-CR10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｸﾚﾐﾝ錠10mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03頃ﾋｰﾄ変更

YCR Y CR15 Y-CR15 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｸﾚﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 15mg 吉富製薬 精神神経安定剤 9906中止
YCR Y CR25 Y-CR25 25mg：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ｸﾚﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0301ﾋｰﾄ表mg
追加，裏商品名記載（ｶﾀ

YCR Y CR50 Y-CR50 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｸﾚﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾓｻﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0309ﾋｰﾄ変更

YCYXO Y:CY XO Y-CYXO 糖衣錠 白 無 ﾁｽﾀﾆﾝ糖衣錠100mg L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 田辺三菱製薬 去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｽﾀﾆﾝ糖衣

YD YD001 裸錠 白 有 ﾖｳﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 陽進堂 抗精神病剤 0706中止
YD YD 01 YD01 100mg:100mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD錠100mg｢YD｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 陽進堂 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載

YD YD 002 裸錠 白 有 ﾖｳﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 陽進堂 抗精神病剤 9808中止
YD YD 003 FV40 裸錠 橙黄 無 ﾌｧﾄﾞﾋﾞﾀﾝ40 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 95中止
YD YD004 裸錠 橙黄 無 ﾌｧﾄﾞﾋﾞﾀﾝ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 高脂血症改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 0707中止
YD YD005 裸錠 白 無 ﾖｳﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 陽進堂 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
0809中止

YD YD 006 裸錠 白 無 ﾖｳｼﾞﾒｰﾄ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 陽進堂 循環器官用剤 95中止
YD YD007 裸錠 白 有 ﾖｳｱﾓｰﾙ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 陽進堂 脂質代謝･末梢血行改善

剤
0707中止

YD YD 008 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｼﾞｬｽﾄ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 陽進堂-日医工 血管強化･止血剤 0603頃中止 0210本体ｺｰ
ﾄﾞ化

YD YD 008 YD008 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｼﾞｬｽﾄ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 血管強化･止血剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾊﾞｼﾞｬｽﾄ)
0210本体ｺｰﾄﾞ化

YD YD 009 裸錠 白 有 ﾖｳﾒﾄｷﾉｰﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 陽進堂 気管支拡張剤 95中止
YD YD 011 SYT019 裸錠 黄 無 ｽﾋﾟﾗｸﾄﾝ錠25mg｢三恵｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 三恵薬品 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
1007本体ｺｰﾄﾞ追加 ﾖｳﾗｸ
ﾄﾝ錠25と本体ｺｰﾄﾞ同じ

YD YD 11:25 YD11 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢YD｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 陽進堂 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

YD YD 011 YD011 裸錠 黄 無 ﾖｳﾗｸﾄﾝ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0906本体ｺｰﾄﾞ追加 ｽﾋﾟﾗｸ
ﾄﾝ錠25mg｢三恵｣と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

YD YD 12:50 YD12 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢YD｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 陽進堂 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

YD YD012 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ﾖｳｼﾞｸｽ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 陽進堂 合成抗菌剤 0809中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾖｳ
ｼﾞｸｽ錠)

YD YD 13:75 YD13 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢YD｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 陽進堂 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

YD 裸錠 白 無 ﾖｳｱﾁｰﾑ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 陽進堂 消炎酵素製剤 旧品名(0712迄，新品名:
ﾘｿﾞﾁｰﾑ塩酸塩錠90mg｢
YD｣)

YD 裸錠 白 無 ﾘｿﾞﾁｰﾑ塩酸塩錠90mg｢
YD｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 陽進堂 消炎酵素製剤 0810中止 0712商品名変
更(前:ﾖｳｱﾁｰﾑ錠90)
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YD YD 014 YD014 裸錠 白 無 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

Ca拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠)
日医工とﾋｰﾄ異なる

YD YD 014 徐放性錠剤 白 無 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠)
陽進堂とﾋｰﾄ異なる

YD YD 015 裸錠 白 無 ﾖｳｱﾍｷｼﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 陽進堂 鎮咳去痰剤 9506中止
YD YD016 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾌｪﾅﾑ錠250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 陽進堂 鎮痛･消炎･解熱剤 0809中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ﾖｳ
ﾌｪﾅﾑ錠)

YD P.S YD017 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

淡紅 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢YD｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 陽進堂 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0706商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾖｳｼﾝ｣)

YD 5 YD018 裸錠 黄 有 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠5｢ﾖｳｼﾝ｣ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 陽進堂 循環増強剤 0506中止
YD YD 019 裸錠 淡黄 有 ﾖｳｷｼｯﾄﾞ錠500 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 500mg 陽進堂 合成抗菌剤 中止
YD YD 020 YD020 裸錠 淡黄 無 ｷｿﾗﾐﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 陽進堂 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｷｿﾗﾐﾝ)
YD YD021 裸錠(花形) 淡赤 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢

YD｣
ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 陽進堂 降圧利尿剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞ
ﾄﾞ錠(陽進)) 十字割線

YD YD022 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠500mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
(陽進))

YD YD 024 YD024 裸錠 黄 無 ﾖｳﾗｸﾄﾝ錠50 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0906本体ｺｰﾄﾞ追加

YD YD-25 糖衣錠 白～淡黄 無 ｲｴｽﾄﾞｰﾙ錠25 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 抗めまい剤 9003中止
YD YD 025 裸錠 類黄 無 ｻﾝﾃﾚﾝ錠1号 ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 陽進堂 降圧利尿剤 9506中止
YD YD 026 裸錠 淡青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢YD｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 陽進堂 消炎･組織再生促進剤 0910中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ｱｽﾞ
ﾚﾝ錠｢陽進｣) 0210本体
ｺｰﾄﾞ追加 日医工とﾋｰﾄ異

YD YD 026 裸錠 淡青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢YD｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 陽進堂-日医工 消炎･組織再生促進剤 1003中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ｱｽﾞ
ﾚﾝ錠｢陽進｣) 陽進堂とﾋｰ
ﾄ異なる

YD Y G 裸錠 白 有 ｶﾞｽｵｰﾙ錠40mg｢陽進｣ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 陽進堂 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 0303本体刻印
YD YD 028 裸錠 白 有 ﾖｳｷﾞﾆﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
2mg 陽進堂 循環改善剤 0810中止 0208本体ｺｰﾄﾞ

記載 舌下錠
YD YD029 裸錠 白 無 ﾌﾞﾚｲﾝｼﾞｬｰ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 陽進堂 筋緊張性疼痛疾患治療 0507中止 900713収載
YD YD 030 裸錠 白 有 ﾌｴﾙﾊｲｴ錠 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg 陽進堂 高血圧治療剤 9506中止 920710収載
YD 裸錠 淡黄 無 ｳﾞｪﾛﾆｶ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
前立腺肥大症･癌治療剤 0812商品名変更(前:ｳﾞｪﾛ

ﾆｶ錠)，ﾋｰﾄ表25mg追加
YD YD032 裸錠 白 有 ﾊﾞﾝﾌﾞﾛｱﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾊﾞﾝﾌﾞﾛｱﾝ錠)
YD YD 033 裸錠 白 有 ﾌｴﾙﾊｲｴ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 陽進堂 高血圧治療剤 9506中止 920710収載
YD YD 034 裸錠 淡橙 有 ﾌｴﾙﾊｲｴ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 陽進堂 高血圧治療剤 9506中止 920710収載
YD YD 035 裸錠 黄 有 ﾃﾞﾙﾊﾟﾝﾄ錠 陽進堂 複合ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸製剤 0204中止 9212製造元変

更
YD YD 037 裸錠 黄 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠｢陽進｣10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 陽進堂 催眠鎮静剤 9810中止 921211収載
YD YD038 裸錠 白 無 ﾌﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 陽進堂 精神神経安定剤 0910中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾘ
ﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠)

YD YD 039 裸錠 極薄紅 有 ﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 陽進堂･ｱｲﾛﾑ製薬，ﾃｲｶ
製薬，摩耶堂製薬，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

鎮痛･抗炎症･解熱剤 日医工のﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠(ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰﾄﾞ
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

YD YD 039 裸錠 微紅 有 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日本医薬品工業 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 陽進堂
のﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg(ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ
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YD YD 041 糖衣錠 赤 無 ﾖｳｺﾊﾞ1号 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 1mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0102中止
YD YD 042 糖衣錠 赤 無 ﾖｳｺﾊﾞ2号 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 95中止
YD YD043 糖衣錠 類白 無 ﾖｳﾌｧﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 陽進堂 抗めまい剤 0505中止
YD YD044 25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾖｳﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 冠循環改善剤 0811ﾋｰﾄ表25mg追加
YD YD 045 糖衣錠 黄 無 ﾖｳﾚﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 陽進堂 脳微小循環改善剤 9909中止
YD YD046 糖衣錠 黄 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0801中止
YD YD047 糖衣錠 白 無 C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮痙剤 旧品名(100528ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟ

ﾗﾐﾝ臭化物錠10mg｢YD｣
に変更) 日医工とﾋｰﾄ異

YD YD047 10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠
10mg｢YD｣

臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮痙剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:C.B.ｽｺﾎﾟﾗ
錠)，ﾋｰﾄ表10mg追加等
日医工とﾋｰﾄ異なる

YD YD 048 糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 99中止
YD YD049 糖衣錠 青緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾖｳｼﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 陽進堂 不整脈治療剤 0611中止
YD YD050 裸錠 微黄白 無 ﾘﾝﾌﾞﾙｸﾞ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 陽進堂 自律神経調整剤 940708収載
YD YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
日医工のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ

YD YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
陽進堂のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ

YD YD 051 裸錠 白 無 ﾖｳｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠250mg｢YD｣) 日医
工のものとﾋｰﾄ異なる  三
恵のｹｲｻﾐﾝ錠250mgと本
体ｺｰﾄﾞ同じ

YD YD 051 裸錠 白 無 ﾖｳｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠250mg｢YD｣) 陽進
堂のものとﾋｰﾄ異なる 三
恵のｹｲｻﾐﾝ錠250mgと本
体ｺｰﾄﾞ同じ

YD YD 052 YD052 裸錠 白～帯黄白 無 ﾓﾝﾀﾙｼﾞｰ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 骨粗鬆症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾓﾝﾀﾙｼﾞｰ錠)

YD YD 053:2 YD053 裸錠 白 有 ﾌｧﾝﾃﾞﾋｰﾃﾞ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 陽進堂 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿用剤

960705収載

YD YD 054 YD 054 裸錠 白 有 ｵﾝﾌﾙｰﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 陽進堂 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0809中止 小林薬学工業
のｺﾊﾞﾌﾟﾘﾙ錠12.5(ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘ
ﾙ)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

YD YD 054 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾌﾟﾘﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 小林薬学工業 ACE阻害剤 陽進堂のｵﾝﾌﾙｰﾙ錠
12.5mg(ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

YD YD 055 YD055 裸錠 白 有 ﾄﾞｰﾌｧｰﾁｪ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 陽進堂 筋緊張緩和剤 0102中止 980710収載
YD YD 056 YD 056 裸錠 白 有 ﾛﾜｲﾔﾙ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 陽進堂 気管支拡張剤 0110中止 970711収載
YD YD 057 YD057 裸錠 白 有 ﾗﾝｹﾞﾗｰﾃ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 陽進堂 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 980710収載
YD YD 058 YD058 裸錠 白 有 ｱｲｽﾃﾞﾝ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 陽進堂 持続性ACE阻害降圧剤 0809中止 08頃日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ中止
YD YD059 裸錠 淡橙 無 ｸﾚｲﾝﾁｪ錠81mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 陽進堂 抗血小板剤 0211中止 001124収載
YD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾖｳﾚﾊﾞｰ ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 陽進堂 肝機能障害治療剤 0809中止
YD YD062 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｻﾝｶｲﾗｰ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 陽進堂 血圧降下剤 0507中止
YD YD 063 YD063 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0210本体ｺｰﾄﾞ化
YD YD 063 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂-日医工 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 02～04本体ｺｰﾄﾞ化
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YD YD 064 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾅﾘｼﾞﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 陽進堂 脳血流促進剤 9906中止
YD YD065 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾃﾞｽｻﾝ錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 陽進堂 代謝賦活剤 0307中止
YD YD066 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴﾌﾋﾞﾀｼﾞｬｽﾄ腸溶錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ

ﾄﾞ
15mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0809中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ｴﾌﾋﾞ
ﾀｼﾞｬｽﾄ)

YD YD 069 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾋﾟﾗｼﾞﾝ 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 陽進堂 血圧降下剤 9506中止
YD YD 070 裸錠 白 有 ｽﾃﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 陽進堂 狭心症治療剤 0811中止 0902日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ中止
YD YD 071 YD071 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗｳｴ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 陽進堂 肝･胆･消化機能改善剤 0809中止 990709収載
YD YD 072 裸錠 薄桃 有 ｱﾘｶﾝﾃ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 陽進堂 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換

酵素阻害剤
0907陽進堂中止 0906日
医工中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

YD YD 073 YD073 裸錠 白 有 ｴｼﾞｪﾝﾇ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
第一三共ｴｽﾌｧ

抗血小板剤 000707収載

YD YD 074 YD074 裸錠 極薄橙 有 ﾃﾞﾌｫﾙﾀﾞｰ15mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 陽進堂 ACE-I降圧剤 0809中止
YD 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(陽進)500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 陽進堂 制酸剤 0507中止 020705収載
YD YD 076 裸錠 白 有 ｼﾝｽﾀﾁﾝ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 陽進堂-日本ｹﾐﾌｧ，日本

薬品工業
HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

YD YD 077 YD077：5mg 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠「陽
進」5mg

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

YD YD 078 YD078：10mg 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠「陽
進」10mg

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

YD YD 079:10 YD079 10mg:10mg 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢YD｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

YD YD141 糖衣錠 淡黄 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS20 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 陽進堂 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0801中止
YD YD 142 糖衣錠 淡黄緑 無 ｸﾏﾒﾒﾘﾝ ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ 50mg 陽進堂 植物性消炎･軟部腫脹治

療剤
95中止

YD YD143 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｼﾞｬｽﾄ50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 陽進堂 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0707中止
YD YD 144 糖衣錠 淡黄 無 ｶﾞﾝﾏｰｼﾞｬｽﾄ15 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 陽進堂 γ -ｵﾘｻﾞﾘｰﾙ製剤 中止
YD YD 145 糖衣錠 淡黄 無 ﾖｳﾘｽﾃﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 陽進堂 抗ｾﾛﾄﾆﾝ剤 9804中止
YD YD 147 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 陽進堂 中枢性筋弛緩剤 9506中止
YD YD148 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾋﾞﾀﾝ ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 02頃中止
YD YD 149 糖衣錠 黄 無 ﾖｳﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 陽進堂 抗痙縮剤 0202中止
YD YD 160 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧｲﾄﾞﾐﾝ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 陽進堂 鎮痛･抗炎症剤 9804中止
YD YD161 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳｱｼﾞｰﾙ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 鎮暈剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｳｱｼﾞｰﾙ)，
ﾋｰﾄ表10mg追加等

YD YD162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞｬｽﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 陽進堂 循環機能改善剤 0503中止
YD YD 163 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｸﾍﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 陽進堂 気道粘液溶解剤 95中止
YD YD164 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾘﾀｰｾﾞA錠 陽進堂 高単位総合消化酵素製 0910中止
YD YD165 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ

ﾚﾄ型)
白 有 ﾍﾟﾋﾟﾐﾄﾞｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 陽進堂 抗菌性化学療法剤 0812商品名変更(前:ﾍﾟﾋﾟﾐ

ﾄﾞｰﾙ錠)
YD YD166 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼﾞｽﾃﾘﾝｸ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 陽進堂 頻尿治療剤 0806商品名変更(前:ｼﾞｽﾃ

ﾘﾝｸ錠)
YD YD 167 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾙﾎﾞｰﾃﾞ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 陽進堂 脳循環代謝改善剤 9906中止 900713収載
YD YD 168 YD168 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｴﾃﾈｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
抗血小板剤 0908商品名変更(前:ﾋﾟｴﾃ

ﾈｰﾙ錠)，ﾋｰﾄ表100mg追
YD YD 169 YD169 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾒﾗﾙﾀﾞ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽﾒﾗﾙﾀﾞ錠)
YD YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 代謝性強心剤 1012日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止

0910陽進堂中止 0210本
体ｺｰﾄﾞ化 日医工とﾋｰﾄ異
なる

YD YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂-日医工 代謝性強心剤 1003中止 0210本体ｺｰﾄﾞ
化 陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
とﾋｰﾄ異なる

YD YD221 裸錠 白 有 ﾖｳﾋﾞｽｹﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 陽進堂 高血圧･頻脈用剤 0812中止
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YD YD240 糖衣錠 茶 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠｢
ﾖｳｼﾝ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 陽進堂 子宮収縮止血剤 0507中止

YD YD241 糖衣錠 白 無 ﾖｳｺﾊﾞｰﾙ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 末梢性神経障害治療剤
YD YD242：500μ 糖衣錠 赤 無 ﾖｳｺﾊﾞｰﾙ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 陽進堂・昭和薬品化工，

三笠製薬，富士ﾌｲﾙﾑ
末梢性神経障害治療剤

YD 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂 虚血性心疾患治療剤 0809中止
YD YD244 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠(陽進) ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 陽進堂 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0702中止
YD 12mg YD247 糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

緩下剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾙ錠) 日
医工とﾋｰﾄ異なる

YD YD 248 糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾛﾛﾈｰﾄ ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 陽進堂 強心配糖体製剤 9704中止
YD YD249 糖衣錠 赤 無 陽進ﾋﾞﾀE錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 0903中止
YD YD261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞｸﾞﾐｭｰﾗｰ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 陽進堂 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾞｸﾞﾐｭｰﾗｰ錠)

YD YD 262 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾌｾﾌﾞﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 陽進堂 軟部腫張緩解剤 0012中止
YD YD263 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｨｰﾌﾞﾗﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
0811中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｸｨｰ
ﾌﾞﾗﾝ錠)

YD YD264 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾙﾌｨｼｭ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 陽進堂 心臓選択性β 遮断剤 0809中止 08頃日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ中止 0712商品名変
更(前:ﾌｪﾙﾌｨｼｭ錠) ﾋｰﾄに
曜日記載

YD YD 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳｱｺｰﾙ錠10 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg 陽進堂 血管拡張剤 95中止
YD YD266 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳｱｺｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg 陽進堂 血管拡張剤 0210中止
YD YD 267 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾀﾞﾋﾞﾆｵﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 陽進堂 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
YD YD268 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾖｺｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 陽進堂 高脂血症治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟﾖｺｰﾙ錠)
YD Y B YD269 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾍﾞﾙﾅｰｸ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 陽進堂 心疾患治療剤 0505中止 0302本体ｺｰﾄﾞ

記載
YD YD273 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢ﾖｳｼﾝ｣ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 陽進堂 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
0506中止

YD YD 280 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙色 ﾖｳﾌﾗｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 陽進堂 抗悪性腫瘍剤 95中止
YD YD 281 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ色 ﾖｳｸﾛﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 陽進堂 胆道疾患治療剤 9812中止
YD YD 282 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡黄 ｱﾋﾟﾛｼﾞｬｽﾄ ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg 陽進堂 消炎鎮痛剤 95中止
YD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾖｳﾌｪﾅﾑｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 陽進堂 鎮痛･消炎･解熱剤 0809中止 070615収載(商

品名変更に伴い，前:ﾖｳ
ﾌｪﾅﾑ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)

YD YD284 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 陽進堂 強心剤 0211中止
YD YD286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾖｳﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂 精神安定･抗潰瘍剤 1005中止 090925収載(商

品名変更に伴い，前:ﾖｳﾏ
ﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣) 日医工と
ﾋｰﾄ異なる

YD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾖｳﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂-日医工 精神安定･抗潰瘍剤 1005中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾖｳﾏ
ﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)，ﾋｰﾄ表
50mg追加 陽進堂とﾋｰﾄ

YD YD 287 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙色 ﾖｳﾌｪﾘﾝ250 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 陽進堂 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
熱鎮剤

0102中止

YD YD288 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾖｳﾌｧﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 陽進堂 胃炎･消化性潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾌｧﾅｰﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣)

YD YD289 軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ(陽進) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 陽進堂 Ca拮抗剤 0506中止

YD YD 360 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｬｽﾄﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 陽進堂 血管代謝改善剤 9712中止
YD YD 362 YD362 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾒﾗﾙﾀﾞ錠400 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 940708収載
YD Y 363 D YD363 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg「YD」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ

ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 0810日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止
050708収載
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YD YD 364 YD364：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
第一三共ｴｽﾌｧ

尿失禁・頻尿治療剤 0911ｻﾝﾄﾞ中止 050708収
載

YD YD 365 YD365：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
第一三共ｴｽﾌｧ

尿失禁・頻尿治療剤 0911ｻﾝﾄﾞ中止 050708収
載

YD 366 YD366 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
YD｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 陽進堂 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1012ｻﾝﾄﾞ中止 1001ﾋｰﾄ
表5mg追加

YD 367 YD367:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
YD｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

1012ｻﾝﾄﾞ中止 070706収
載

YD YD 368:5 YD368 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

YD YD369:1 0 YD369 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

YD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂 高単位総合消化酵素製
剤

0910中止 98本体ﾏｰｸ変

YD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞFｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高単位総合消化酵素製
剤

0908中止 0702販売会社
社名変更(前:東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

YD YD383 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透
明

ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

YD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透
明

ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂-日医工 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

YD YD 384 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗｳﾍﾟﾍﾟ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 陽進堂 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0203中止 920710収載
YD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 98頃中止 ﾋｰﾄYD385のも

のを販売している
YD YD385 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ﾃﾞｽﾞ

ﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ)
YD 200mg YD386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 陽進堂 胃炎･胃潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表200mg追加

YD YD440 糖衣錠 白 無 ﾕﾆﾋﾞﾀﾝK1錠｢5mg｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0506中止
YD 糖衣錠 黄 無 ﾕﾆﾋﾞﾀﾝK1錠｢10mg｣ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg 陽進堂 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0506中止
YD YD442 糖衣錠 緑 無 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ錠｢25mg｣ 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 25mg 陽進堂 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ 0708中止
YD YD 443 糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾙﾅｰｸ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 陽進堂 心疾患治療剤 01頃中止 900713収載
YD YD444 糖衣錠 白 無 ﾄﾞﾛｰﾏｰ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 陽進堂 循環機能改善剤 0708中止 900713収載
YD YD445 糖衣錠 白 無 ｶｽﾋﾟﾀｰﾅ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 陽進堂 筋緊張性疾患治療剤 0301中止 920710収載
YD YD446 糖衣錠 薄橙 無 ｺｳﾗｾｼｰﾙ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 陽進堂 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤 本態性振戦治療
剤

0812中止 0812日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｺｳﾗ
ｾｼｰﾙ錠)

YD YD447 糖衣錠 白 無 ｼｭｳﾋﾞﾄﾙ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 陽進堂 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0708中止 940708収載
YD YD 448 FC14 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢FC｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ H2受容体拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾌﾟ

ﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg(陽進堂･
日医工)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
(同成分)

YD YD 448 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 旧品名(100528ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠10mg｢YD｣に変更)，旧
ｺｰﾄﾞ･剤型 日医工とﾋｰﾄ
異なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

YD YD 448 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0808中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)
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YD YD 449 FC15 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢FC｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ H2受容体拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾌﾟ
ﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg(陽進堂･
日医工)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
(同成分)

YD YD 449 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ H2受容体拮抗剤 旧品名(100528ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠20mg｢YD｣に変更)，旧
ｺｰﾄﾞ･剤型 日医工とﾋｰﾄ
異なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

YD YD 449 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0807中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

YD YD 460 YD460:20μ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗﾄﾞﾙﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三
共ｴｽﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体剤

020705収載

YD YD 461 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾐﾅｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 陽進堂 持効性Ca拮抗剤 020705収載 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠
5mg｢FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

YD YD 461 FC13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢FC｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 富士ｶﾌﾟｾﾙ 持効性Ca拮抗剤 0812中止 060707収載 ﾆ
ｿﾐﾅｰﾄﾞ錠5mg(陽進堂販
売)と本体ｺｰﾄﾞ同じ(同成

YD YD462 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾊﾟﾉﾝ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 陽進堂 膵胆道･尿路系鎮痙剤 0507中止 940708収載
YD 463 YD463 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌﾞﾗｰｸﾊｳｽ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 陽進堂 経口蛋白分解酵素阻害 0907中止 960705収載
YD 464 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｴﾙｿﾞﾝS錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 陽進堂 脳循環代謝改善剤 0809中止 000707収載 陽

進堂のﾋﾞｴﾙｿﾞﾝ錠(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

YD 464 YD 464 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｴﾙｿﾞﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 陽進堂 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載 陽
進堂のﾋﾞｴﾙｿﾞﾝS錠(ﾆｾﾙ
ｺﾞﾘﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

YD 465 YD465 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞｬｯｸﾏｰﾙ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 消化管運動改善剤 960705収載
YD YD 466 YD 466 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳｱﾘｰﾙ錠200mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 陽進堂 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･鎮

痛･解熱剤
9711中止 960705収載

YD YD 467 YD467 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｼｬｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 陽進堂 高脂血症治療剤 990709収載
YD YD 468 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾙﾎﾞｯﾂ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 陽進堂・富士製薬工業，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載

YD YD 469 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾍﾙﾎﾞｯﾂ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 陽進堂･富士製薬工業，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，本草製
薬，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1106ｱｲﾛﾑ製薬中止

YD YD480 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｱﾝﾀｺﾞｽﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，ﾆﾌﾟﾛ
ﾌｧｰﾏ

胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾀｺﾞｽﾁﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

YD YD 481 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾎﾟｴﾙﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0706商品名変更(前:ﾎﾟｴﾙ
ﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ)

YD YD 482 軟ｶﾌﾟｾﾙ(球状) 淡紅 ﾄﾚｽｺｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 陽進堂 緩下剤 9802中止 950707収載
YD YD483 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ﾋﾟｺｷﾗﾝｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 陽進堂 緩下剤 0212中止 0003承継(堀田

薬品合成より)
YD YD484 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ﾔﾄﾘｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 陽進堂 EPA製剤 0003承継(堀田薬品合成

より)
YD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾄﾘｯｸｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 04より陽進堂販売のみ

030704収載
YD YD486 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球状)
淡黄白 ﾛｶﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25

「YD」
ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0507発売

YD YD487 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球状)

淡紅 ﾛｶﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5「YD」 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0507発売
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YD YD488 15mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
YD｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 陽進堂･沢井製薬，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ

骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

1006ﾋｰﾄ表15mg追加 日
医工が販売していたもの
とﾋｰﾄ異なる

YD YD 520：10 YD520:10mg 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾛｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

YD YD 521：20 YD521:20mg 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾛｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

YD YD 522：1 YD522 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠1mg｢YD｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，高田製薬 血圧降下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝ錠YD1mg)，ﾋｰﾄ表1mg
追加

YD YD 523：2 YD523 2mg:2mg 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2mg｢YD｣ ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

陽進堂･ｻﾝﾄﾞ，高田製薬 血圧降下剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝ錠YD2mg)，ﾋｰﾄ表2mg
追加

YD YD 524 YD524 裸錠（口腔内
崩壊錠）

白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠20mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭD錠
20mg)

YD YD 524 YD524 裸錠（口腔内
崩壊錠）

白 有 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 旧品名(090925ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
OD錠20mg｢YD｣に変更)
040709収載

YD YD 525:0.2 YD525 裸錠 白 有 ﾍﾞｲｽﾛｰｽ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 陽進堂・富士製薬工業，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

糖尿病食後過血糖改善
剤

1002ｱｲﾛﾑ製薬中止

YD YD 526 0.3 YD526 裸錠 白 無 ﾍﾞｲｽﾛｰｽ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 陽進堂・富士製薬工業，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富士ﾌｲﾙﾑ
ﾌｧｰﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

糖尿病食後過血糖改善
剤

1002ｱｲﾛﾑ製薬中止

YD YD 527 YD527 裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 陽進堂 鎮痛・解熱剤 0707中止 050708収載
YD YD 528 YD528 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg「YD」 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 陽進堂 睡眠導入剤 050708収載
YD YD 529 YD529 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg「YD」 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 陽進堂 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0708中止 0507発売
YD YD 530 YD530 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠400mg「YD」 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 陽進堂 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0708中止 050708収載
YD YD 531 YD531 裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg「YD」 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 陽進堂 高尿酸血症治療剤 0708中止 0507発売
YD YD 532 YD532 裸錠 白 有 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ錠40mg「YD」 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 陽進堂 経口血糖降下剤 0707中止 050708収載
YD YD 533 YD533 裸錠 白 有 ﾊﾞﾝﾘｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 陽進堂 狭心症治療用ISMN製剤 0708中止 050708収載
YD YD 534 YD534 裸錠 白 有 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ錠5mg

「YD」
ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 陽進堂 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0708中止 0507発売

YD YD 535 YD535 錠剤 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢YD｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

陽進堂・佐藤製薬，日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，第一三共ｴｽﾌｧ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

YD 536:2.5 YD536 2.5mg 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
YD｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

YD YD 537:5 YD537 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
YD｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

YD YD 538:10 YD538 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
YD｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

YD YD 539:5 YD539 5mg:5mg 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢YD｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 陽進堂・あすかActavis製
薬，武田薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

YD YD 550 YD550 15mg:15mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢YD｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ

睡眠障害改善剤 1004ﾋｰﾄ表15mg追加
070706収載

YD YD 551 YD551 20mg:20mg 裸錠 淡橙 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢YD｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 睡眠障害改善剤 1004ﾋｰﾄ表20mg追加
070706収載

YD YD 552 YD552:50mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾏﾐﾝ錠50mg ｼﾞﾒﾝﾋﾄﾞﾘﾅｰﾄ 50mg 陽進堂 鎮暈･鎮吐剤 0908商品名変更(前:ﾄﾞﾗﾏ
ﾐﾝ)

YD YD 553:1 YD553 1mg:1mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
YD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

YD YD 554:2 YD554 2mg:2mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
YD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載
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YD YD 555:4 YD555 4mg:4mg 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
YD｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，あすかActavis製薬，
武田薬品工業

胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

YD YD 556 YD556 50mg:50mg 錠剤 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢YD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 陽進堂･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

食後過血糖改善剤 090515収載

YD YD 557 YD557 100mg:100mg 錠剤 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢YD｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 陽進堂･富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

食後過血糖改善剤 090515収載

YD YD 558 裸錠 淡褐～緑褐 無 健胃配合錠｢YD｣ 陽進堂 苦味健胃･制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:健胃錠) 0811
ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴い
(前:大日本住友) ﾊﾞﾗのみ

YD YD 559:5 YD559 5mg:5mg 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾛｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 陽進堂 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
YD YD 570:2.5 YD570 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢

YD｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
陽進堂 高血圧症･狭心症治療

薬，持続性Ca拮抗薬
091113収載

YD YD 571:5 YD571 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢YD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

陽進堂 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

YD YD 572:5 YD572 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡赤 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 陽進堂 持続性選択H1受容体拮
抗剤

091113収載

YD YD 573:10 YD573 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢YD｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 陽進堂 持続性選択H1受容体拮
抗剤

091113収載

YD YD 575 YD575 10mg:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠10mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤(ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ口腔内崩壊錠)

091113収載

YD YD 576 YD576 60mg:60mg 徐放性錠剤 白 有 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 陽進堂 Ca拮抗剤 091113収載
YD YD 577 YD577 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢YD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 陽進堂 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

YD YD 578 YD578 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢YD｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 陽進堂 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

YD 602 YD602 裸錠(長円形) 灰褐 有 ﾖｳｼﾞｸｽ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 陽進堂 合成抗菌剤 0809中止
YD YD 640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ，

日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
H2受容体拮抗剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠
10mg)，ｺｰﾄﾞ･剤型変更
(前:糖衣錠)

YD YD 641 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠
20mg)，ｺｰﾄﾞ･剤型変更
(前:糖衣錠)

YD YD 642 YD 642 10mg:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
YD｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 陽進堂 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

YD YD 643 YD 643 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠20mg｢
YD｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 陽進堂 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 101119収載

YD YD 660 YD660 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢YD｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ 胃炎･胃潰瘍治療剤 100528収載
YD YD 661 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾆｻﾞﾄﾘｯｸ錠150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 04より陽進堂販売のみ

030704収載
YD YD 662 YD662:80mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾙﾋﾞｯﾄ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，

富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛消炎剤 040709収載

YD YD 663：40 YD663：40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗﾄﾞﾙﾘﾝ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰ
ﾏ，第一三共ｴｽﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

040709収載

YD YD 664 YD664 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ錠5mg「YD」 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 陽進堂 切迫流・早産治療剤 0507発売
YD YD 665 YD665 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾍﾞﾝｼﾞﾝｸﾞ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 広範囲経口抗菌剤 0912日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ中止

0907陽進堂中止 050708
収載

YD YD 666 YD666 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾗｳﾘﾍﾞﾗ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三
共ｴｽﾌｧ

H2受容体拮抗剤 050708収載

YD YD 667:2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
YD｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 陽進堂･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三共
ｴｽﾌｧ，あすか製薬，武田
薬品工業

高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

0912ｻﾝﾄﾞ中止 060707収
載
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YD YD 668:4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
YD｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 陽進堂･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富
士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三共
ｴｽﾌｧ，あすか製薬，武田
薬品工業

高血圧症・狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

0912ｻﾝﾄﾞ中止 060707収
載

YD YD 669 YD669 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
YD｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

YD YD 860 SYT031 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｻﾝﾅｯｸｽ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 三恵薬品・中北薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾝﾅｯｸｽ錠)，
本体ｺｰﾄﾞ追加 陽進堂の
ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠25mgと本体

YD YD 860 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 陽進堂・日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾌｪﾅｯｸ錠)
三恵薬品のｻﾝﾅｯｸｽ錠
25mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

YD YD 861 YD861 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾌｪﾘﾝ錠 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 陽進堂 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0809中止 0601本体ｺｰﾄﾞ
刻印 日医工販売のもの
とﾋｰﾄ異なる

YD YD 862 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ錠25｢ﾖｳ
ｼﾝ｣

塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 陽進堂 精神神経用剤 95中止

YD 863 YD863 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾃﾞｭﾌｪ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 陽進堂 広範囲経口抗菌剤 旧品名(0905ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ
錠100ｍｇ｢YD｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ

YD YD 863 YD863 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢YD｣ ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 陽進堂 広範囲経口抗菌剤 0905商品名変更(前:ｱｽ
ﾃﾞｭﾌｪ錠100mg)，ｺｰﾄﾞ変

YD YD 864 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄 無 ﾎﾞｽﾏｲﾔｰ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 陽進堂 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 9904中止 950707収載
YD YD 866 YD 866 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ｱｽﾃﾞｭﾌｪ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 陽進堂 広範囲経口抗菌剤 旧品名(0908ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ

錠200mg｢YD｣に変更)
YD YD 866 YD 866 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ錠200mg｢YD｣ ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 陽進堂 広範囲経口抗菌剤 0908商品名変更(前:ｱｽ

ﾃﾞｭﾌｪ錠200mg)
YD MK YD867 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｸﾗｲｽﾘﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 三笠製薬-陽進堂 循環障害改善剤 010907収載(規格表示変

更)
YD YD868 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶﾘｼﾞｬｽﾄ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 陽進堂 循環障害改善剤 中止 010907収載(規格表

示変更)
YD YD 869 YD869 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾗｳﾘﾍﾞﾗ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
摩耶堂製薬，本草製薬，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三
共ｴｽﾌｧ

H2受容体拮抗剤 010706収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

YD YD912 50mg:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢YD｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 陽進堂 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
YD YD913 100mg:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載
YD YD 960:2.5 YD960 2.5mg:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢YD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
陽進堂 持続性Ca拮抗薬 080704収載

YD YD 961:5 YD961 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢YD｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

陽進堂 持続性Ca拮抗薬 080704収載

YD YD 962 YD962 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂 消化管運動賦活剤 080704収載
YD YD 963:8 YD963 8mg:8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢

YD｣
塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 陽進堂･日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，富

士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，第一三共
ｴｽﾌｧ，あすか製薬，武田
薬品工業

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

090515収載

YD YD 964 YD964 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢YD｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 陽進堂 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

YD YD 965 YD965 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢YD｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 陽進堂 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

YD YD 966 YD966 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢YD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 陽進堂・第一三共ｴｽﾌｧ，
あすかActavis製薬，武田
薬品工業

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載
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YD YD 967 YD967 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢YD｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 陽進堂・第一三共ｴｽﾌｧ，
あすかActavis製薬，武田
薬品工業

5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

YD YD 968 YD968 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢YD｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

YD YD 969 YD969 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢YD｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 陽進堂 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

YD YD 2180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄透明 ﾖｳｽﾃﾛｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 陽進堂 動脈硬化用剤 95中止
YDF Y DF25 Y-DF25 25mg：25mg 糖衣錠 緑 無 ﾃﾞﾌｪｸﾄﾝ糖衣錠25mg 塩酸ｶﾙﾋﾟﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0512頃承継
(長生堂製薬より) 0411製
造元変更

YDF Y DF50 Y-DF50 50mg：50mg 糖衣錠 緑 無 ﾃﾞﾌｪｸﾄﾝ糖衣錠50mg 塩酸ｶﾙﾋﾟﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0512頃承継
(長生堂製薬より) 0411製
造元変更

YDP Y DP:0.5 Y-DP0.5 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 田辺三菱製薬 精神安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0209ﾋｰﾄ変更

YDP Y DP:1 Y-DP1 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾊﾟｽ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 田辺三菱製薬 精神安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0210ﾋｰﾄ変更

YDS TC 151 Y-DS75:TC151 Y-DS75 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 吉富製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで)9702大
鵬から承継，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載

YDS Y DS75 Y-DS75 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 吉富製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 旧本体(9905まで) 9703
変更，ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

YDS Y:DS 75 Y-DS75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 田辺三菱製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0110社名変

YEC 20 Y-EC20 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

脳循環代謝改善剤 0001中止 930909販売

YELS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS錠 大洋薬品工業-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ､吉富薬品

前立腺肥大症治療剤 0203中止 980710収載

YEOK Y-EOK300 300mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 EPAｴﾁﾙｶﾌﾟｾﾙOK300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大蔵製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

EPA製剤 0112中止 980710収載
ﾋｰﾄ表商品名記載

YEP Y EP1 Y-EP1 裸錠 白 有 ｴﾎﾟｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 吉富製薬 脳･末梢循環改善剤，降
圧剤

9809中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 舌下錠

YEP Y EP2 Y-EP2 2:Y-EP2 裸錠 淡赤白 有 ｴﾎﾟｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 吉富製薬 脳･末梢循環改善剤，降
圧剤

9809中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 舌下錠

YEPC T w:105 Y-EPC25 25μ g:Tw105
25μ g Y-EPC25

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 気管支拡張剤 0006中止 960705収載

YEPC Tw 106 Y-EPC50 50μ g:Tw106
50μ g Y-EPC50

裸錠 白 有 ｴﾌﾟｶﾛｰﾙ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 東和薬品-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 気管支拡張剤 0012中止 960705収載

YF 耳:Yf 裸錠 白 無 ﾔﾏﾌｰﾙ錠 ｶﾙﾓﾌｰﾙ 100mg 山之内製薬 代謝拮抗性抗腫瘍剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
YF 裸錠 白 無 ﾔﾏﾌｰﾙ錠 ｶﾙﾓﾌｰﾙ 100mg 山之内製薬 抗癌剤 0105中止 9710ﾋｰﾄ変更
YFL Y:FL 0.25 糖衣錠 白 無 ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠(0.25) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 0.25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
YFL Y:FL 0.5 Y-FL0.5 0.5mg：0.5mg 糖衣錠 淡橙 無 ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠(0.5) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 0.5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0307ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

YFL Y FL1 Y-FL1 1mg：1mg 糖衣錠 橙 無 ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠(1) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 1mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

YG Y G 裸錠 白 有 ｶﾞｽｵｰﾙ錠40mg｢陽進｣ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 陽進堂-日医工 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 0305本体刻印
YG Y G 裸錠 白 有 ｶﾞｽｵｰﾙ錠40mg｢陽進｣ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 陽進堂 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 0303本体刻印
YGD Y GD Y-GD：0.25mg 裸錠 白 有 ｸﾞｯﾄﾞﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 田辺三菱製薬 睡眠導入剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
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YHB Y HB5 Y-HB5 5mg：5mg 糖衣錠 橙 無 ﾋﾍﾞﾙﾅ糖衣錠5mg 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 5mg 田辺三菱製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載など

YHB Y HB25 Y-HB25mg：25mg 糖衣錠 橙 無 ﾋﾍﾞﾙﾅ糖衣錠25mg 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 25mg 田辺三菱製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載など

YHIR R 151 Y-HIR5 5:Y-HIR5 R151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日本医薬品工業-ﾄﾐｼﾞｪｯ
ｸ吉富

脳循環･代謝改善剤 9806中止 日本薬品工業
のﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg(ﾆｾﾙｺﾞ
ﾘﾝ)の旧ｺｰﾄﾞと本体ｺｰﾄﾞ

YHU Y-HU2.5 裸錠(四角形) 白 無 ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ錠小児用2.5mg ﾌｪﾝｼﾞｿﾞ酸ｸﾛﾍﾟﾗｽﾁﾝ 2.5mg 田辺三菱製薬 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:小児用ﾌｽﾀ
ｿﾞｰﾙ錠)

YHU Y HU10 Y-HU10 糖衣錠 紅 無 ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ糖衣錠10mg 塩酸ｸﾛﾍﾟﾗｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ糖衣
錠)

YHU Y-HU25 裸錠(四角形) 白 無 小児用ﾌｽﾀｿﾞｰﾙ錠 ﾌｪﾝｼﾞｿﾞ酸ｸﾛﾍﾟﾗｽﾁﾝ 2.5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 0110社
名変更 9711ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

YHX Y HX200 Y-HX200 裸錠 淡黄 無 ﾍｸｻﾆｼｯﾄ錠 ｲﾉｼﾄｰﾙﾍｷｻﾆｺﾁﾈｰﾄ 200mg 吉富製薬 末梢血管拡張剤 0001中止 9711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
化，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

YIM Y:IM 10 Y-IM10 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ｲﾐﾄﾞｰﾙ糖衣錠(10) 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 抗うつ剤･遺尿症治療剤 旧本体(0501迄) 0304ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ裏から表へ 0110社
名変更

YIM Y IM10 Y-IM10 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ｲﾐﾄﾞｰﾙ糖衣錠(10) 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 抗うつ剤･遺尿症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0601頃承継
(長生堂より)

YIM Y:IM Y-IM 25mg：25mg 糖衣錠 微黄赤 無 ｲﾐﾄﾞｰﾙ糖衣錠(25) 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 抗うつ剤･遺尿症治療剤 旧本体(0503迄) 0303ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ裏から表へ 0110社
名変更

YIM Y IM25 Y-IM25 25mg：25mg 糖衣錠 微黄赤 無 ｲﾐﾄﾞｰﾙ糖衣錠(25) 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 田辺三菱製薬 抗うつ剤･遺尿症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0601頃承継
(長生堂より)

YIP Y IP1:1 Y-IP1 1mg：1mg 裸錠 白 無 ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-田辺三菱製
薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0410製造元

YIP Y IP3:3 Y-IP3 3mg：3mg 裸錠 白 無 ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-田辺三菱製
薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0410製造元

YIP Y IP6:6 Y-IP6 6mg：6mg 裸錠 白 無 ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ-田辺三菱製
薬

精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0410製造元

YK 247:T YK TYK247:TYK247 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾅｳｻﾞｰﾄ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大正薬品工業 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠10mg｢TYK｣に変更)

YKO Y KO60 Y-KO60:Y-KO60 60mg 裸錠 極薄紅 有 ｺﾊﾞｿﾆﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0208中止 0110社名変更
0006製造元変更(小林薬
工)

YL SANDOZ YL 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ100 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止
YLC Y LC Y-LC：25mg 裸錠 白 有 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg ｼﾞｱﾌｪﾆﾙｽﾙﾎﾝ 25mg 田辺三菱製薬 皮膚疾患･ﾊﾝｾﾝ病治療

剤
0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0302ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

YLE Y LE05 Y-LE05 裸錠 白 有 ﾚｱﾉｰﾙ錠 硫酸ﾍｷｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 0.5mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ､吉富薬品

気管支拡張剤 0201中止 9807製造元変
更(ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞより)

YLI Y:LI 100 Y-LI100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100｢ﾖｼﾄﾐ｣ 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

躁病･躁状態治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 03頃ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等

YLI Y:LI 200 Y-LI200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200｢ﾖｼﾄﾐ｣ 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

躁病･躁状態治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0212ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等

YLK Y LK Y-LK 糖衣錠 白 無 ﾚｸﾘｶ持効錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0204中止 0110社名変更
9709ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)
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YLOS 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

YLOS 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

YLOS 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ･吉富薬品

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

YLOS 糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

YLR n 967
967

裸錠(長円形) 白～微黄 無 ﾚｺﾙｸ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

前立腺肥大症･癌治療剤 0012中止 930909販売

YLT Y LT:0.75 Y-LT0.75 0.75mg：Y-
LT0.75 0.75mg

裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(0.75mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

YLT Y LT:1.5 Y-LT1.5 1.5 裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(1.5mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

YLT Y LT:2 Y-LT2 2mg：Y-LT 2mg 裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(2mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

YLT Y LT:3 Y-LT3 3mg：Y-LT 3mg 裸錠 白 有 ﾘﾝﾄﾝ錠(3mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0706承継(全
星薬品工業より)

YLU Y LU4 裸錠 白 有 ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠4mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ 4mg 田辺三菱製薬-大正富山
医薬品

ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304大正富
山医薬品販売 0301ﾋｰﾄ

YLU Y LU8 裸錠 白 有 ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠8mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ 8mg 田辺三菱製薬-大正富山
医薬品

ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304大正富
山医薬品販売 0303ﾋｰﾄ
変更（8mg追加）

YLV Y LV5:5 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 5mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0505ﾋｰﾄ変更
010706収載(商品名の変
更 前:ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠)

YLV Y LV25:25 25mg：25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0504ﾋｰﾄ変更
010706収載(商品名の変
更 前:ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠)

YLV Y LV50:50 50mg：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠50mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0506ﾋｰﾄ変
更，表ｺｰﾄﾞ削除 010706
収載(商品名の変更 前:ﾚ

YMC Y:MC 25 Y-MC25 糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 抗めまい剤 旧本体(0403迄)，承継(長
生堂製薬へ)に伴いｺｰﾄﾞ
変更 0110社名変更

YME 裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬 血行改善剤 旧品名(090925ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ
錠100mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

YMEXO Y MEXO Y-MEXO 裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ-長生堂製
薬

血行改善剤 旧ｺｰﾄﾞ（03頃まで） 02販
売移管（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰ
ﾏ） 0110社名変更 9708
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

YMOXO Y MOXO Y-MOXO 裸錠 白 無 ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 吉富製薬 うっ血性心不全･気管支
喘息治療剤

9812中止

YMYM Tw 315 Y-MYM100:Tw315 100mg
Y-MYM100

糖衣錠 白 無 ﾏｲﾐﾁﾝ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 東和薬品-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0012中止 9904販売
980710収載

YMZ 糖衣錠 白 無 ﾖｳﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂 虚血性心疾患治療剤 0809中止
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YN CH-YN 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾖｰﾁﾐﾝN ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 50mg 長生堂製薬 軟部腫脹治療剤 0809中止
YNF Y NF75 Y-NF75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾌﾗﾝ錠75mg ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 田辺三菱製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆﾌﾗﾝ錠)
YNIC n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ

ｲﾄﾞ･吉富薬品
抗血小板剤 0108中止 970908販売

YNIK T w:117 Y-NIK5:Tw117 5mg 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝﾏｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 東和薬品-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

狭心症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 070615収載
(商品名変更に伴い，前:ﾆ
ｺﾗﾝﾏｰﾄ錠) 東和のものと
ﾋｰﾄ異なる

YNO Y-NO50 Y-NO50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 50mg 吉富製薬 鎮痛･抗炎症剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
YNO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 50mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､

吉富薬品
鎮痛･抗炎症剤 0006中止 9712本体，ﾋｰﾄ

変更(製造元変更)
YNOXO Y-NOXO Y-NOXO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 100mg 吉富製薬 鎮痛･抗炎症剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
YNOXO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 100mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･

吉富薬品
鎮痛･抗炎症剤 0005中止 9712本体，ﾋｰﾄ

変更(製造元変更)
YO Y-YO250 糖衣錠(楕円球

形)
白 無 ﾖｼｺｰﾙ糖衣錠 ｵｻﾙﾐﾄﾞ 250mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ

ﾌｧｰﾏ､吉富薬品
胆汁分泌促進剤 0208中止 9808製造元変

更 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

YOCC YO CC1 CAC500:YO CC1 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸剤 旧商品名，旧ﾋｰﾄ(0107
YOCC YO CC1 YO CC1 500mg:YO CC1 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸剤 010706収載，商品名変更

に伴い(前:炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣)
YOCC YO CC2 YOCC2 250mg:YOCC2 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾖｼﾀﾞ｣250mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 吉田製薬 制酸剤 010706収載，裏商品名記

載
YOHSAN 5 KL072 耳:YOHSAN5 裸錠 黄～黄橙 無 葉酸錠｢ｺﾀﾞﾏ｣5 葉酸 5mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 葉酸製剤 9311中止
YOHSAN 10 KL072 耳:YOHSAN10 裸錠 黄～黄橙 無 葉酸錠｢ｺﾀﾞﾏ｣10 葉酸 10mg 小玉(現:ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ) 葉酸製剤 9311中止
YOM Y OM10 Y-OM10 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞﾝ錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 田辺三菱製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0208ﾋｰﾄ裏記
号削除

YOM Y OM20 Y-OM20 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞﾝ錠20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 田辺三菱製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0208ﾋｰﾄ裏記
号削除 0110社名変更
010215収載(商品名変更
前:ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞﾝ錠)

YOMG YO MG0 YO MG0 500mg:YO MG0 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠500mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 050708収載
YOMG YO MG1 YO MG1 330mg:YO MG1

330mg
裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 0801ﾋｰﾄ裏330mg追加

0107ﾋｰﾄ表変更(MGT330
→YO MG1 330mg)

YOMG YO MG2 YO MG2 250mg:YO MG2
250mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 0801ﾋｰﾄ裏250mg追加
0107ﾋｰﾄ表変更(MGT250
→YO MG2 250mg)

YOMG YO MG3 YO MG3 200mg:YO MG3 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠200mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 200mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 010706収載
YOMG YO MG4 YO MG4 400mg:YO MG4

400mg
裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠400mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 400mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 080704収載

YOMG YO MG5 YO MG5 300mg:YO MG5
300mg

裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠300mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 300mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 080704収載

YOMGO YO MG0 YO MG0 500mg:YO MG0 裸錠 白 無 ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠500mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 500mg 吉田製薬 制酸･緩下剤 050708収載
YOU IC 1 IC1 YOU2.5:2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾖｰﾋﾟｽ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｲｾｲ-三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｰﾋﾟｽ錠) ｲｾｲ
とﾋｰﾄ異なる

YPA Y PA10 Y-PA10 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｰｷﾝ糖衣錠(10) 塩酸ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0509製造販
売元変更，承継に伴い
(長生堂より)

YPA Y PA50 Y-PA50 50mg：50mg 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｰｷﾝ糖衣錠(50) 塩酸ﾌﾟﾛﾌｪﾅﾐﾝ 50mg 田辺三菱製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0509製造販
売元変更，承継に伴い
(長生堂より)
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YPE TA 121 Y-PE4:TA121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾅ錠4mg 塩酸ﾏｻﾞﾁｺｰﾙ 4mg 田辺三菱製薬 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群
治療剤

0710社名変更（前：製造
販売；田辺製薬，販売；三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収
載(商品名変更に伴い，
前:ﾍﾟﾝﾄﾅ錠)

YPER Tw:239 Y-PER10 10:Tw239 Y-
PER10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 東和薬品-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

消化管運動改善剤 0111中止 960705収載

YPG 裸錠 白 有 ﾎﾟﾘﾚｸﾞﾛﾝ錠 ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg 山之内製薬 降圧利尿剤 9602中止
YPG Y-PG250 Y-PG250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾍﾟﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ錠250 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0110承継され経過措置

(新商品名:ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠
YPG 裸錠 白 有 ﾎﾟﾘﾚｸﾞﾛﾝ錠 ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg 山之内製薬 降圧利尿剤 9602中止
YPMC MC 1 5mg YP-MC1 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾕｰﾄｸ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大興製薬-祐徳薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
YPMC MC 2 10mg YP-MC2 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾕｰﾄｸ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大興製薬-祐徳薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
YPO 耳:Y-PO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾝ錠 ﾄｼﾙ酸ｲﾝﾌﾟﾛｽﾙﾌｧﾝ 10mg 吉富製薬 抗悪性腫瘍剤 9803中止
YPR Y PR Y-PR 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾗﾃﾝｼｵｰﾙ糖衣錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 血圧降下剤 0012中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
YPR Y:PR 15 Y-PR15 糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾗﾃﾝｼｵｰﾙ糖衣錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
15mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 血圧降下剤 0012中止 9706ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
YPS Y:PS 05 Y-PS05 糖衣錠 白 無 ﾊﾟｿﾄﾐﾝ糖衣錠(5) ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 吉富製薬 精神神経安定剤 0001中止
YPS YD 149 糖衣錠 黄 無 ﾖｳﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 陽進堂 抗痙縮剤 0202中止
YPUK 10:Y-PUK10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾌﾟｹｯﾄｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 全星薬品工業-ﾄﾐｼﾞｪｯｸ

吉富
ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0012中止 980710収載

YPY Y PY25 Y-PY25:Y-PY25 25 糖衣錠 白 無 ﾌﾟｼﾄﾐﾝ糖衣錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾗｼﾞﾝ 25mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 精神神経安定剤 0103中止
YPY Y PY50 糖衣錠 白 無 ﾌﾟｼﾄﾐﾝ糖衣錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾗｼﾞﾝ 50mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 精神神経安定剤 0012中止
YPZ Y PZ2 Y-PZ2 2mg：2mg 糖衣錠 白 無 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 030704商品
名変更（前：2mgﾋﾟｰｾﾞｯﾄ
ｼｰ糖衣錠2mg）

YPZ Y PZ4 Y-PZ4 4mg：4mg 糖衣錠 淡青 無 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0307商品名
変更（前：4mgﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ
糖衣錠）

YPZ Y PZ8 Y-PZ8 8mg：８mg 糖衣錠 青 無 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠8mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0309ﾋｰﾄ変更
030704商品名変更（前：
8mgﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠)

YR Y R1 1mg:Y-R1 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 070706収載

YR Y R2 2mg:Y-R2 2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 070706収載

YR Y R3:3 3mg:Y-R3 3mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

抗精神病剤 080704収載

YR Y R05:0.5 0.5mg:Y-R05 0.5 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg 全星薬品工業-田辺三菱
製薬

抗精神病剤 080704収載

YRD YD044 25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾖｳﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 冠循環改善剤 0811ﾋｰﾄ表25mg追加
YRE Y:RE 08 Y-RE08 糖衣錠 白 無 ﾚﾒﾌﾘﾝ糖衣錠 塩酸ｼﾞﾒﾌﾘﾝ 8mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 呼吸機能改善剤 0203中止 9802ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
YRS Y RS:2.5 Y-RS2.5 裸錠 白 無 ﾘｻﾓｰﾙ錠 ｼｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 消化管運動賦活調整剤 0211中止 0110社名変更

9704ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

YRZ Y RZ5 Y-RZ5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰｾﾞ錠5mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 田辺三菱製薬 心身安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0210ﾋｰﾄ変
更，ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ

YRZ Y RZ:5 Y-RZ5 5 糖衣錠 白 無 ﾘｰｾﾞ糖衣錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 吉富製薬 心身安定剤 9807中止
YRZ Y RZ10 Y-RZ10 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰｾﾞ錠10mg ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 田辺三菱製薬 心身安定剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0306ﾋｰﾄ変更
YRZ Y RZ:10 Y-RZ10 10 糖衣錠 白 無 ﾘｰｾﾞ糖衣錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 吉富製薬 心身安定剤 9808中止
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YS TPD Tu YS-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｼｵｰﾙ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 辰巳化学 胃炎･胃潰瘍治療剤 9906中止 970711収載 本
体記号ｱｽﾌﾟﾅｰﾄﾞと同じ

YS YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg 山之内製薬 精神安定剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9908ﾋｰﾄ
変更(SP->PTP)

YS YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神安定剤 0903中止 0504社名変更
(合併)

YSAL
SAL

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品

持続性Ca拮抗剤 0203中止 970908販売

YSHU OH 271 Y-SHU2 2mg:OH-271
2mg

裸錠 白 有 ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大原薬品工業-田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

低血圧治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｭﾌﾟﾚｰｽ錠)
大原薬品とﾋｰﾄ異なる

YSK ZE 11 Y-SK100 100:Y-SK100
ZE11

裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

肝･胆･消化機能改善剤 0201中止 960611販売

YSOM ZE 09 Y-SOM10 10mg:ZE09 Y-
SOM10

裸錠 白 有 ｿﾙﾑﾌﾘﾝ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0203中止 990709収載

YSP YSP 008:50 YSP:YSP 錠剤 白 有 ﾕﾛｼﾝFC錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｹﾐｯｸｽ 心臓選択性β 遮断剤 04頃中止 9912承継(永信
薬品より) 9907販売，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

YSSEC Ys-SEC 裸錠 白 無 ｾｸﾛｽﾃﾛﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｽﾃﾛﾝ 5mg 三全製薬-山之内製薬 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 90中止
YSSEF Ys-SEF-0.625 糖衣錠 褐 無 ｾﾌｧｯｸ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 三全製薬-富士製薬工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9310中止
YSSEF Ys-SEF-1.25 糖衣錠 黄 無 ｾﾌｧｯｸ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 三全製薬-富士製薬工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9310中止
YSU Y SU50 Y-SU50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾄﾐｼﾞｪｯｸ吉富 脳血管障害･虚血性心疾

患改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9811まで)

YSU n SU50
Y-SU50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

虚血性心疾患治療剤 9907中止 9811変更

YSU Y-SU100 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾌﾟﾗﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

虚血性心疾患改善剤 9907中止 9811製造元変
更

YT SANDOZ:YT 糖衣錠 橙黄 無 ﾄﾚｽﾃﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾁｴﾁﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 6.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 制吐･抗めまい剤
除)

YT YT YT 20mg:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾕﾋﾟﾃﾙ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 岩城製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

YTA Y TA1 Y-TA1：1mg 裸錠 白 有 ﾀｽﾓﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 田辺三菱製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 030704収載
（商品名変更 前：ﾀｽﾓﾘﾝ

YTA YT A1 YT-A1:YT-A1 TRS1 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝｻﾞｸﾄ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性心身安定剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 990709収
載

YTA YT A1 1mgYT-A1:1mg 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝｻﾞｸﾄ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性心身安定剤 0212中止 0112ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

YTC YT C1 YT-C1:YT-C1 HEP0.75 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾛｰﾙ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 東亜薬品-山之内製薬 抗精神病剤 0212中止 990709収載
YTC YT C2 YT-C2:YT-C2 HEP3 裸錠 白 有 ﾍﾙﾊﾟﾛｰﾙ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 東亜薬品-山之内製薬 抗精神病剤 0212中止 990223承認

9907販売
YTC YT C3 YT-C3:YT-C3 SYP1 裸錠 白 有 ｻｲｺﾌﾟﾚﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 東亜薬品-山之内製薬 精神神経安定剤 0212中止 990709収載
YTC YT C4 YT-C4:YT-C4 SYP3 裸錠 白 無 ｻｲｺﾌﾟﾚﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 東亜薬品-山之内製薬 精神神経安定剤 0212中止 990709収載
YTC YT C6 YT-C6 0.5mg:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾞﾗﾝﾁﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 東亜薬品-山之内製薬 精神安定剤 0212中止 0107ﾋｰﾄ変更

(裏BLT0.5削除等)
990709収載

YTE Y TE Y-TE 裸錠(長楕円
形)

白 有 ﾃﾚｽﾐﾝ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 田辺三菱製薬 抗てんかん･躁状態治療
剤，三叉神経痛治療剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ﾃ
ﾚｽﾐﾝ錠)

YTF YT F2 YT-F2:YT-F2 TEB-D50 口腔内崩壊錠 白 有 ﾃﾙﾎﾞﾐﾝD錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 心臓選択性β 遮断剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 990315承
認 9907販売

YTF YT F2 50mgYT-F2:50mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾃﾙﾎﾞﾐﾝD錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 心臓選択性β 遮断剤 0212中止 0112ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

YTF Y TF2.5 Y-TF2.5 糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ糖衣錠｢ﾖｼﾄ
ﾐ｣(2.5)

ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ 2.5mg（ﾄﾘﾌﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝとし
て）

田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0401ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ
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YTF Y TF5 Y-TF5 糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ糖衣錠｢ﾖｼﾄ
ﾐ｣(5)

ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾌﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg（ﾄﾘﾌﾛﾍﾟ
ﾗｼﾞﾝとして）

田辺三菱製薬 精神神経安定剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0307ﾋｰﾄ裏記
号削除，商品名記載(ｶﾀｶ

YTH YT H1 YT-H1:YT-H1 ARM25 裸錠 白 有 ｱﾗﾓｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性ACE阻害降圧剤 0212中止 000707収載
YTHI YT H1 YT-H1:YT-H1 ARM25 裸錠 白 有 ｱﾗﾓｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 東亜薬品-山之内製薬 持続性ACE阻害降圧剤 0212中止 000707収載
YTN YT N1 YT-N1:YT-N1 NCT-D 口腔内崩壊錠 白 有 ﾉｸﾀﾝD錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東亜薬品-山之内製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 990315承

認 9907販売
YTN YT N1 YT-N1 15mg:15mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾉｸﾀﾝD錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 東亜薬品-山之内製薬 気道潤滑去痰剤 0212中止 0202ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載
YTO PH 275 TO50:PH275 50 Y-TO50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､

吉富薬品
不整脈治療剤 0012中止 960705収載

YTO PH 276 TO100:PH276 100 Y-
TO100

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｲ錠100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 東洋ﾌｧﾙﾏｰ-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

不整脈治療剤 0012中止 960705収載

YTP 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

YTP 裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

YTP YT P1 50μ gYT-P1：50μ g 裸錠 白 有 ﾔﾏﾛｰﾙ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 東亜薬品-山之内製薬 気管支拡張剤 0212中止 0107販売
YTP 裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱

ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

YTRIO Yt-RIO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡黄 ﾘｵｰﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 抗悪性腫瘍剤 9602中止
YTV YT V1 YT-V1:YT-V1 CYT-D 口腔内崩壊錠 白 有 ｻｲﾄｯｸD錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 990315承

認 9907販売
YTV YT V1 YT-V1 100mg:100mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｻｲﾄｯｸD錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 高尿酸血症治療剤 0211中止 0202ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載
YTX YT X1 YT-X1:YT-X1 SLV30 裸錠 白～微黄白 有 ｾﾙﾍﾞｰﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東亜薬品-山之内製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 000707収

載
YTX YT X1 YT-X1：30mg 裸錠 白～微黄白 有 ｾﾙﾍﾞｰﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東亜薬品-山之内製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0212中止 0203ﾋｰﾄ裏商

品名記載
YTXI YT X1 YT-X1:YT-X1 SLV30 裸錠 白～微黄白 有 ｾﾙﾍﾞｰﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 東亜薬品-山之内製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 000707収

載
YTZ YT Z1 YT-Z1:YT-Z1 PRS-L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾟﾛｴｽL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 徐放性前立腺肥大症治

療剤
旧ﾋｰﾄ(0206迄) 990709収
載

YTZ YT Z1 50mgYT-Z1:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾟﾛｴｽL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 徐放性前立腺肥大症治
療剤

0212中止 0206ﾋｰﾄ変更

YTZ YT-Z2:YT-Z2 ALF0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｱﾙﾌｧｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東亜薬品-山之内製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0111中止(ｱﾙﾌｧｶﾞｰﾄﾞｶﾌﾟ
ｾﾙ0.5として継続) 990315
承認

YTZ YT Z3 YT-Z3:YT-Z3 CMT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾑﾄﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 東亜薬品-山之内製薬 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0212中止 0007販売 0002
承認

YTZ YTZ4 YT-Z4 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾌｫﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ﾌﾏﾙ酸ｹ
ﾄﾁﾌｪﾝとして)

東亜薬品-山之内製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0212中止 0109販売

YTZ YT-Z7 0.5μ g：0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｱﾙﾌｧｶﾞｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東亜薬品-山之内製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0212中止 0111販売
YYO Y-YO250 糖衣錠(楕円球

形)
白 無 ﾖｼｺｰﾙ糖衣錠 ｵｻﾙﾐﾄﾞ 250mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ

ﾌｧｰﾏ､吉富薬品
胆汁分泌促進剤 0208中止 9808製造元変

更 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

YZ SANDOZ:YZ 糖衣錠 淡黄赤 無 ﾍﾞﾚﾙｶﾞﾙ 三共-ｻﾝﾄﾞ薬品 自律神経整調剤 9312中止
YZE ZE 51 Y-ZE51:Y-ZE51 裸錠 白 無 ﾏｻﾄﾝ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ

ﾄﾞ､吉富薬品
高尿酸血症治療剤 01中止 0010販売
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YZP ZE 22 Y-ZP ZE22 裸錠 白～微黄白 無 ﾋﾟｰｴｲ配合錠 全星薬品工業-田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

感冒剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｰｴｲ錠) 全
星，沢井，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏとﾋｰ
ﾄ異なる

Z ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯赤褐～褐 ｱｻｺｰﾙ錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 400mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 潰瘍性大腸炎治療剤 091211収載 協和発酵ｷﾘ
ﾝとﾋｰﾄ異なる

Z GS 151:2 GS151:2mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2mg 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg(ｻﾙﾌﾞﾀ
ﾓｰﾙとして)

ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 気管支拡張剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2)

Z CMK 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｶｰﾏｯｸTPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 全星薬品工業 徐放性降圧剤 0303中止
Z 裸錠 白 有 ｶｼﾑﾃﾝ5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業 高血圧･不整脈用剤 中止
Z CASR:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｼﾑﾃﾝR錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg 全星薬品工業 持効性高血圧治療剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

000707再収載(96薬価削
除)

Z ZE 08 CCL50 ZE08:50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｾﾙﾐﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 全星薬品工業 循環障害治療剤 0301ﾋｰﾄ変更 010907収
載(規格表示変更)

Z KAL10:10mg 裸錠 白 有 ｶﾘｱﾝﾄ錠10 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 全星薬品工業 冠動脈拡張剤 0602中止 0308ﾋｰﾄ変更
0112SP→PTP，ﾋｰﾄ
KAL10追加 9910ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

Z ZE 92 CLS ZE92:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｶﾙｽﾃﾉﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 全星薬品工業 骨粗鬆症治療剤 旧品名(0806ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ
錠200mg｢ZE｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

Z COB：250μ g 糖衣錠 淡桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ｾﾞﾝｾ
ｲ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 全星薬品工業-全星薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0706中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ﾏﾐﾄﾞ錠｢ｾﾞﾝｾｲ｣) 0211ﾋｰﾄ
変更

Z Z 裸錠 黄 有 ｻｲﾌﾟﾚｽ錠5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 全星薬品工業 昇圧剤 04頃中止
Z 裸錠 淡桃 有 ｻﾅﾐﾛﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 全星薬品工業 降圧利尿剤 0303中止
Z SV-TP ZE23 ZE23 SV-TP:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名(061208迄)，商品

名変更に伴い(新:ｻﾋﾞｽﾐﾝ
SRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg），旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0307ﾋｰﾄ変更
960705収載

Z 裸錠 淡黄白 有 ｽﾚﾏｰﾄ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 全星薬品工業 膵･胆道系鎮痙剤 0512中止 9901ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
Z Z MCR:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐｺﾙﾃﾝR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 全星薬品工業 徐放性不整脈治療剤 0604中止 0307ﾋｰﾄ変更

960705収載
Z ZE 65 LUK5 5 ZE65:5mg 裸錠 白 有 ﾙｰｸ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業-全星薬

品，ﾒﾙｸﾎｴｲ
選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0303ﾋｰﾄ変更 010706収

載
Z 糖衣錠 白 無 ﾛｲｽﾀｼﾞﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 中枢性筋弛緩剤 0303中止
Z Tw Z0.5 Tw.LZ0.5 裸錠 白 無 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 東和薬品 抗不安剤
Z YT Z1 YT-Z1:YT-Z1 PRS-L ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾟﾛｴｽL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 徐放性前立腺肥大症治

療剤
旧ﾋｰﾄ(0206迄) 990709収
載

Z Tw Z1 Tw.LZ1.0 裸錠 白 有 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1.0｢ﾄｰﾜ｣ ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 東和薬品 抗不安剤
Z YT-Z2:YT-Z2 ALF0.5 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｱﾙﾌｧｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東亜薬品-山之内製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0111中止(ｱﾙﾌｧｶﾞｰﾄﾞｶﾌﾟ

ｾﾙ0.5として継続) 990315
承認

Z ICI 201:5 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

Z ICI 201:10 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載 14錠ﾋｰﾄ表に曜日
記載

Z ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌｪﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0611頃中止 040709収載
Z ICI 201:20 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ

ﾈｶ薬品)
血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823

収載
Z ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾚﾁﾝ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止
Z ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｵﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 消炎鎮痛剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載
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Z Z 105 Z105 糖衣錠 赤 無 ｱｸｵ-B錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 日本臓器製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 02頃中止 0109PTP包装
中止 0008ﾋｰﾄ表裏商品
名記載

Z Z 110 Z110 裸錠 白 無 ｱﾍﾞﾀﾞｲﾝ錠 塩化ｶﾙﾆﾁﾝ 100mg 日本臓器製薬 消化機能亢進剤 9412中止
Z Z 111 Z111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ錠4単位 ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家

兎炎症皮膚抽出液
4.0ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ
単位

日本臓器製薬 下行性疼痛抑制系賦活
型疼痛治療剤(非ｵﾋﾟｵｲ
ﾄﾞ，非ｼｸﾛｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞ阻

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ錠)

Z Z115 裸錠(速崩錠) 淡黄赤 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ速崩錠5mg｢日本
臓器｣

ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本臓器製薬 速崩壊型 鎮痛・抗炎症
剤 1日1回型

080704収載

Z Z116 裸錠(速崩錠) 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ速崩錠10mg｢日
本臓器｣

ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本臓器製薬 速崩壊型 鎮痛・抗炎症
剤 1日1回型

080704収載

Z Z 121 Z121 糖衣錠 白 無 ｵﾙﾀｰｾﾞN 日本臓器製薬 複合消化酵素剤 9412中止
Z Z 145 VISCERALGINE:40mg

Z145
裸錠 白 無 ﾋﾞｾﾗﾙｼﾞﾝ錠 ﾖｳ化ﾁｴﾓﾆｳﾑ 40mg 日本臓器製薬 合成鎮痙剤 0410中止

Z Z 151 Z151 糖衣錠 淡紅 無 ﾋﾞｰﾏｽ配合錠 日本臓器製薬 便軟化･腸運動促進緩下
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｰﾏｽS錠)

Z Z 185 Z185 糖衣錠 淡紅 無 ﾒｻﾙﾓﾝ-F錠 日本臓器製薬 代謝性ﾎﾙﾓﾝ剤 0612頃中止 9911ﾋｰﾄ表
記号削除，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ，英字)

Z Z 190 Z190 裸錠 白 無 ﾘﾏｰｸ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日本臓器製薬 めまい･平衡障害治療剤 1106中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾏｰ
ｸ錠)

Z Z200 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢日
本臓器｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日本臓器製
薬

骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

Z Z220 Z220 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾊﾟﾗﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 日本臓器製薬 脳･末梢血流改善剤 9402中止
Z Z235 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡黄透明 ｴﾊﾟﾗｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日本臓器製薬 EPA製剤 99ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 980710収載
Z Z240 Z240 耳:C･B-NICHIZO 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ｢ﾆﾁｿﾞｰ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 日本臓器製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9411中止
Z Z255 Z255 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/淡黄

透明
ﾌｪﾛｽﾀﾁﾝ 乾燥硫酸鉄 306mg 日本臓器製薬 徐放性鉄剤 9408中止

Z THEO-SLOW 100 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠100) 共和とﾋｰﾄ異な
る

Z THEO-SLOW 200 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠200) 共和とﾋｰﾄ異な
る

Z N Z N HT15L 裸錠 白 有 ｻﾞﾈﾛ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 堀田薬品合成 気管支拡張剤 9710中止 960705収載
ZAS ZE 100 ZAS ZE100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白 無 ｾﾞﾝｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 全星薬品工業-全星薬

品，沢井製薬
抗血小板剤 030704収載

ZAT KTB Z 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾞﾄﾁﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 寿製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810頃中止
ZB ZBO ZBO 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角

形）
微黄白 無 ｱﾗﾊﾞ錠20mg ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 030912収載

ZB ZB 01 裸錠 白 無 ｽﾄﾐﾝA配合錠 ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ､塩酸ﾊﾟﾊﾟ
ﾍﾞﾘﾝ

30mg，6mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 耳鳴緩和剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾄﾐﾝA錠)

ZB ZB 01 ZB-01 裸錠 微黄～黄 無 ﾊｲｱﾃﾞﾛｷｻﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙｶﾙｼｳ 10mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9712中止 920710収載
ZB ZB 03 ZB-03 裸錠 微黄～黄 無 ﾊｲｱﾃﾞﾛｷｻﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙｶﾙｼｳ 30mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9703中止 920710収載
ZB ZB 30 裸錠 白 無 ｱﾃﾞﾛｷｼﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0102中止 9712ﾋｰﾄ記号

削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ZBN ZBN ZBN 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾊﾞ錠10mg ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 030912収載
ZBN ZE 31 ZE31 ZBN:15mg 裸錠 白 有 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ

ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ZE｣
に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZBN ZE 31 ZE31 ZBN:15mg 裸錠 白 有 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ZE｣
に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
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ZBO ZBO ZBO 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形）

微黄白 無 ｱﾗﾊﾞ錠20mg ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 030912収載

ZBO ZBO ZBO 20mg：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形）

微黄白 無 ｱﾗﾊﾞ錠20mg ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 030912収載

ZBP ZBP ZBP 100mg：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾊﾞ錠100mg ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 030912収載
ZBRZE ZE33 ZBR ZE33 ZBR:45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 全星薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載
ZC ZC Wf-AM10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒

状)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-田辺三菱

製薬
睡眠障害改善剤 0712中止 0710社名変更

（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）
0504本体ｺｰﾄﾞ変更(前：

ZC ZC ZC 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-日医工 睡眠障害改善剤 1009販売元変更(前:ｻﾉﾌｨ
ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ)

ZCL ZCL 裸錠 白 有 ｾﾞﾝｸﾛﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 全星薬品工業 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9908中止
ZD SANDOZ:ZD 裸錠 白 無 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠1mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･頻脈治

療剤
0003中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9110変

ZD ZD 2:☆ORGANON ZD2:2mg 裸錠 白 有 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ錠｢ｵﾙ
ｶﾞﾉﾝ｣

塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0607中止 0207ﾋｰﾄ包装
中止 0107本体，ﾋｰﾄ変更

ZD ZD4522：2 1/2 2.5：ZD4522 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄～くす
んだ赤黄

無 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 2.5mg（ﾛｽﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして）

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ・塩野義製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

050318収載，5mgには本
体に5の記載あり。

ZD ZD4522 5 5：ZD4522 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄～くす
んだ赤黄

無 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠5mg ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 5mg（ﾛｽﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝとして）

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ・塩野義製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

050318収載，2.5mgには
本体裏面に2 1/2 の記載
あり。

ZE ZE 01:10 CS10 ZE01:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ｃa拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

0212ﾋｰﾄ変更 920710収
載

ZE ZE 02:20 CS20 ZE02:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

0302ﾋｰﾄ変更 920710収
載

ZE ERTP ZE03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾙｶﾛﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 3mg 全星薬品工業 脳循環代謝改善剤 9907中止 920710収載
ZE LC5 ZE04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｶｼﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業 持続性高血圧治療剤 0104中止 940708収載
ZE LC15 ZE05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｶｼﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 全星薬品工業 持続性高血圧治療剤 0104中止 940708収載
ZE ZE 06 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
ZE ZE 07 EC10 ZE07:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0305ﾋｰﾄ変更 980710収
ZE ZE 08 CCL50 ZE08:50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｾﾙﾐﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 全星薬品工業 循環障害治療剤 0301ﾋｰﾄ変更 010907収

載(規格表示変更)
ZE ZE 09 ZE09 SOM:10mg 裸錠 白 有 ｿﾙﾑﾌﾘﾝ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 全星薬品工業-全星薬品 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
0911中止

ZE ZE 09 Y-SOM10 10mg:ZE09 Y-
SOM10

裸錠 白 有 ｿﾙﾑﾌﾘﾝ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0203中止 990709収載

ZE ZE10  ZE10 KASR:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄSRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

徐放性虚血性心疾患治
療剤

0811本体ｺｰﾄﾞ変更

ZE ZE 11 ZE11 100mg:100mg 裸錠 白 有 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠
100mg｢ZE｣

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業･高田製薬 肝･胆･消化機能改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｷｺｰﾙ錠)，
ﾋｰﾄ記号変更(SKC→

ZE ZE 11 裸錠 白 有 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠
100mg｢ZE｣

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｷｺｰﾙ錠)

ZE ZE 11 ZE11 SKC:100mg 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業･高田製薬 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

ZE ZE 11 Y-SK100 100:Y-SK100
ZE11

裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ､吉富薬品

肝･胆･消化機能改善剤 0201中止 960611販売

ZE ZE 11 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

ZE ZE 13 ZE13 TS10:10mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾁｵｽﾀｰ錠10 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

H2受容体拮抗剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

ZE ZE 14 ZE14 TS20:20mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾁｵｽﾀｰ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾏｲﾗﾝ製薬

H2受容体拮抗剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

ZE ZE 15:5 ZE15:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢ZE｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 全星薬品工業-全星薬
品，ｻﾝﾄﾞ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載
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ZE ZE 16:10 ZE16:10mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢ZE｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 全星薬品工業-全星薬
品，ｻﾝﾄﾞ

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ZE ZE 18 ZE18 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ZE｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
ZE ZE 19 ZE19 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

ZE｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

全星薬品工業-全星薬品 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

ZE ZE 21 ZE21 SAT:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾝﾄ錠 ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 全星薬品工業-全星薬品 鎮痛･抗炎症剤 旧品名(080620ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ
酸錠200mg｢ZE｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZE ZE 21 ZE21 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸錠200mg｢
ZE｣

ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 全星薬品工業-全星薬品 鎮痛･抗炎症剤 0911中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｻﾑ
ﾅﾝﾄ錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ZE ZE 22 ZE22 PA 裸錠 白～微黄白 無 ﾋﾟｰｴｲ配合錠 全星薬品工-全星薬品，
沢井製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

感冒剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｰｴｲ錠) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

ZE ZE 22 Y-ZP ZE22 裸錠 白～微黄白 無 ﾋﾟｰｴｲ配合錠 全星薬品工業-田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

感冒剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｰｴｲ錠) 全
星，沢井，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏとﾋｰ
ﾄ異なる

ZE SV-TP ZE23 ZE23 SVSR:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0901迄)
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟ
ｾﾙ)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ZE ZE23  ZE23 ZE23 SVSR:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 0901本体ｺｰﾄﾞ変更
ZE SV-TP ZE23 ZE23 SV-TP:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名(061208迄)，商品

名変更に伴い(新:ｻﾋﾞｽﾐﾝ
SRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg），旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0307ﾋｰﾄ変更
960705収載

ZE ZE 25:2.5 ZE25 2.5mg:2.5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
ZE｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

全星薬品工業-全星薬品 高血圧･狭心症治療剤，
持続性Ca拮抗剤

091113収載

ZE ZE 26:5 ZE26 5mg:5mg 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ZE｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

全星薬品工業-全星薬品 高血圧･狭心症治療剤，
持続性Ca拮抗剤

091113収載

ZE ZE 30mg 裸錠 白 無 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg
｢ZE｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 全星薬品工業 Ca拮抗剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾙﾑﾈﾝ)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ変更

ZE ZE 31 ZE31 15mg 裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢ZE｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ZE ZE 31 ZE31 ZBN:15mg 裸錠 白 有 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ZE｣
に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZE ZE 32 裸錠 白 有 ｱﾑｾﾞﾝﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 全星薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0806ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢ZE｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ

ZE ZE 32 ZE32 30mg 裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ZE｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 全星薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｱﾑｾﾞ
ﾝﾄ錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ZE ZE33 ZBR ZE33 ZBR:45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 全星薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載
ZE ZE 34:1 ZE34 1mg:1mg 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ZE｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 全星薬品工業-全星薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

ZE ZE 35:3 ZE35 3mg:3mg 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ZE｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 全星薬品工業-全星薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

ZE ZE 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢
ZE｣

塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 全星薬品工業-全星薬品 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0806商品名変更(前:ｼｷﾀ
ﾝ)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ZE ZE 50 ZE50 50mg:50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾏｻﾄﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 全星薬品工業-全星薬品 高尿酸血症治療剤 101119収載
ZE ZE 51 Y-ZE51:Y-ZE51 裸錠 白 無 ﾏｻﾄﾝ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 全星薬品工業-ｳｪﾙﾌｧｲ

ﾄﾞ､吉富薬品
高尿酸血症治療剤 01中止 0010販売
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ZE ZE 51 MST:100mg 裸錠 白 無 ﾏｻﾄﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 高尿酸血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｻﾄﾝ錠)

ZE ZE 53 ZE53 60mg:60mg 裸錠 白 有 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠60mg
｢ZE｣

塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 全星薬品工業-全星薬品 Ca拮抗剤 101119収載

ZE ZE 60 ZE60 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(徐放
錠)

白～帯黄白 無 ｱﾆﾍﾞｿｰﾙSR錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 高脂血症治療剤 101119収載

ZE ZE 61 ZE61 ANS200：200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾆﾍﾞｿｰﾙSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 全星薬品工業 高脂血症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更 990709収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ）

ZE ZE 64:2.5 LUK2.5 2.5 ZE64:2.5mg 裸錠 白 無 ﾙｰｸ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾒﾙｸﾎｴｲ

選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0307ﾋｰﾄ変更 010706収
載

ZE ZE 65 LUK5 5 ZE65:5mg 裸錠 白 有 ﾙｰｸ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業-全星薬
品，ﾒﾙｸﾎｴｲ

選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0303ﾋｰﾄ変更 010706収
載

ZE ZE 66 ZE66 CSA:10mg 裸錠 橙黄 無 ｶｻﾝﾐﾙ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 高血圧・狭心症治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｻﾝﾐﾙ) 0210
ﾋｰﾄ変更 0110本体ｺｰﾄﾞ

ZE ZE 91 ZE91 BAS:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｽﾃｨｰﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 全星薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0712商品名変更(前:ﾊﾞｽ
ﾃｨｰﾝ錠) 0307ﾋｰﾄ変更

ZE ZE 92 ZE92 200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ錠200mg｢ZE｣ ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 全星薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0806商品名変更(前:ｶﾙｽ
ﾃﾉﾝ錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ZE ZE 92 CLS ZE92:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｶﾙｽﾃﾉﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 全星薬品工業 骨粗鬆症治療剤 旧品名(0806ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ
錠200mg｢ZE｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZE ZE 93 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｽｺ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 全星薬品工業-全星薬品 前立腺肥大症治療剤 0707中止 970711収載
ZE ZE 100 ZAS ZE100：100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白 無 ｾﾞﾝｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 全星薬品工業-全星薬

品，沢井製薬
抗血小板剤 030704収載

ZE ZE 101 ZE101 NFL10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業･三和化学
研究所，沢井製薬

持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

050708収載

ZE ZE 102 ZE102 NFL20：20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業･三和化学
研究所，沢井製薬

持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

040709収載

ZE ZE 103 ZE103 NFL40：40mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠40 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 全星薬品工業･三和化学
研究所，沢井製薬

持続性Ca拮抗剤（高血
圧・狭心症治療剤）

040709収載

ZE ZE 110 ZE110 IT50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1012中止 1001沢井製薬
中止 050708収載

ZE ZE 111 ZE111 IT100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠100 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 全星薬品工業 経口抗真菌剤 1010中止 1001沢井製薬
中止 050708収載

ZENECA ZNC 302:80 ZNC302:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｿﾃﾞｯｸｽ錠80mg ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 前立腺癌治療剤 0903ﾋｰﾄ若干変更
060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｿﾃﾞｯｸｽ錠)

ZENECA 5mg:AstraZeneca
ZNC220-N5

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

ZENECA 10mg:AstraZeneca
ZNC220-N10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

ZENECA ZNC 201:10 10mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変
更 14錠ﾋｰﾄ表に曜日記

ZENECA ZNC 201:10 10mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持続型ACE阻害剤 0303ﾋｰﾄ変更，裏
AstraZeneca削除

ZENECA ZNC 201:20 20mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 9311変
更(社名変更により)

ZENECA ZNC 201:20 20mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持続型ACE阻害剤 0309ﾋｰﾄ変更，裏
AstraZeneca削除

ZENECA ZNC 201:5 5mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 9311変
更(社名変更により)

ZENECA ZNC 201:5 5mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ-ｾﾞﾈｶ薬品 持続型ACE阻害剤 0305ﾋｰﾄ変更
ZENECA LA 214 ZNC 60mg:ZENECA 214 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更

(社名変更により)
ZENECA ZNC 214:50 50mg:ZENECA 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 9311変

更 14Tﾋｰﾄ表に曜日記載
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ZENECA ZNC 214 25mg:ZENECA 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変
更(社名変更により)

ZENECA ZNC 214：25 25mg:ZNC214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 心臓選択性β 遮断剤 1003承継(前:大日本住友
製薬)

ZENECA ZNC 214:50 50mg:ZNC214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 心臓選択性β 遮断剤 1003承継(前:大日本住友
製薬)

ZENECA 250mg:ZENECA 218 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9311変
更(社名変更により)

ZENECA 250mg:ZNC218 ZENECA 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 9912中止 9706PTPｼｰﾄ
裏変更，裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

ZENECA 500mg:ZENECA 218 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9311変
更(社名変更により)

ZENECA 500mg:ZNC218 ZENECA 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 9912中止 9706PTPｼｰﾄ
裏変更，裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

ZENECA 10mg:ZENECA 219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変
更(社名変更により)

ZENECA ZNC 219:10 10mg:ZNC219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0305本体ｺｰﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ
変更 00ﾋｰﾄ変更
(ZENECAをAstraZeneca

ZENECA ZNC 219:20 20mg:ZENECA 219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9311変
更(社名変更により)

ZENECA ZNC 219:20 20mg:ZNC219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0305ﾋｰﾄ裏AstraZeneca
削除

ZENECA LA 221 ZNC 60mg:LA221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

旧ﾋｰﾄ(0411迄) 0305ﾋｰﾄ
裏AstraZeneca削除

ZENECA ZNC 421 10 ZENECA 421 耳:ZENECA
421 10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｾﾞﾈｶ薬品 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

ZENECA ZNC421 10 ZNC421 10 AstraZeneca ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 00ﾋｰﾄ
変更(ZENECAから
AstraZenecaに)

ZENECA ZNC 421 20D D:ZENECA 421
耳:ZENECA 421 20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｾﾞﾈｶ薬品 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

ZENECA ZNC421 20D D:ZNC421 20
AstraZeneca

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0407迄) 00ﾋｰﾄ変
更(ZENECAを
AstraZenecaに)

ZENSEI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱｰﾙｴｽ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 全星薬品工業 脳･四肢末梢血行改善剤 9103中止
ZENSEI 糖衣錠 白 無 ｱｷﾖｼﾝ錠100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 全星薬品工業 解毒剤 9203中止
ZENSEI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾑﾃﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 全星薬品工業 持続性抗炎症鎮痛剤 0104中止 900713収載
ZENSEI 糖衣錠 青緑 無 ｱﾒﾗﾝﾄ 全星薬品工業 消炎酵素製剤 9212中止
ZENSEI 糖衣錠 黄緑 無 ｱﾙｽｺｯﾄ 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9203中止
ZENSEI 裸錠 肌色 無 ｱﾚﾐﾀﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 全星薬品工業 骨格筋弛緩剤 9610中止
ZENSEI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｴﾋﾞｷﾈﾝ 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 全星薬品工業 消炎鎮痛剤 9201中止
ZENSEI 裸錠 白 無 ｶｼﾑﾃﾝ1 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 全星薬品工業 高血圧･不整脈用剤 0102中止
ZENSEI CCLA:25単位 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(橙ﾊﾞﾝ

ﾄﾞ)
ｶｾﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 全星薬品工業-全星薬品 循環障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZENSEI 硬ｶﾌﾟｾﾙ えんじ/無透 ｶﾉﾗﾌﾐﾝTP d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 全星薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9307中止
ZENSEI CMA5：5mg 糖衣錠 淡青 無 ｶﾏﾘﾈｽ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 全星薬品工業-全星薬品 精神神経用剤 0706中止 0302ﾋｰﾄ変更
ZENSEI KATP KATP:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄTPｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業･ﾒﾙｸ製薬 徐放性虚血性心疾患治

療剤
旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ｶﾘｱﾝﾄ
SRｶﾌﾟｾﾙ20mg)，旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0607販売会社社名
変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ) 0212

ZENSEI 糖衣錠 白 無 ｶﾙﾅﾀｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 全星薬品工業 徐放性鎮咳剤 0303中止 9912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
ZENSEI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｶﾚｼﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 全星薬品工業 脳血流促進剤 9308中止
ZENSEI 糖衣錠 赤 無 ｸﾗｯﾄ ｸﾗﾃｸﾞｽ乾燥ｴｷｽ 30mg 全星薬品工業 強心剤 9512中止
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ZENSEI COB：250μ g 糖衣錠 淡桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ｾﾞﾝｾ
ｲ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 全星薬品工業-全星薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0706中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ﾏﾐﾄﾞ錠｢ｾﾞﾝｾｲ｣) 0211ﾋｰﾄ
変更

ZENSEI 裸錠 白 有 ｻﾏｻﾘﾝ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 全星薬品工業 脂質代謝･末梢血行改善
剤

04頃中止

ZENSEI SHK50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 全星薬品工業-全星薬品 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

旧品名(0806ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩
酸塩錠50mg｢ZE」に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZENSEI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤

04頃中止

ZENSEI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡黄褐 ｽﾚﾏｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 全星薬品工業 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9207中止
ZENSEI 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ｾﾞﾝｾｲﾋﾞﾀﾝ19 全星薬品工業 混合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 9305中止
ZENSEI 裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ5｢ｾﾞﾝｾｲ｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 全星薬品工業 催眠鎮静剤 9309中止
ZENSEI VOP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾎﾞﾙﾄﾐｰｶﾌﾟｾﾙ 全星薬品工業 総合消化酵素製剤 9208中止
ZENSEI VOT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯微灰

白
無 ﾎﾞﾙﾄﾐｰ配合錠 全星薬品工業-全星薬品 総合消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾞﾙﾄﾐｰC錠)
ZENSEI ZE 51 MST:100mg 裸錠 白 無 ﾏｻﾄﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 高尿酸血症治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏｻﾄﾝ錠)
ZENSEI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾙｸﾅﾝ10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 全星薬品工業 血圧降下剤 9203中止
ZENSEI ERTP ZE03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾙｶﾛﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 3mg 全星薬品工業 脳循環代謝改善剤 9907中止 920710収載
ZENSEI ZE 01:10 CS10 ZE01:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ｃa拮抗剤/高血

圧･狭心症治療剤
0212ﾋｰﾄ変更 920710収
載

ZENSEI ZE 11 ZE11 SKC:100mg 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業･高田製薬 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

ZENSEI ZE 02:20 CS20 ZE02:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

0302ﾋｰﾄ変更 920710収
載

ZENSEI ZE 21 ZE21 SAT:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾝﾄ錠 ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 全星薬品工業-全星薬品 鎮痛･抗炎症剤 旧品名(080620ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ
酸錠200mg｢ZE｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZENSEI ZE 31 ZE31 ZBN:15mg 裸錠 白 有 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ZE｣
に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZEO KN258 糖衣錠 白 無 ｾﾞｵﾀｲﾄ L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 小林化工 気道粘液溶解剤 0203中止 96記号変更
(KN-ZEO削除)

ZEO 腸溶性糖衣 白 無 ｾﾞｵﾁﾝ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 粘膜疾患治療･去痰剤 030704収載(品名変更
前：ｾﾞｵﾁﾝ錠)

ZFP LS μ g 裸錠 白 無 ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･東和薬品，日
本ｹﾐﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ZI CH 323 裸錠(徐放性) 白 無 ｼﾞﾙﾍﾞｲﾄ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 長生堂製薬・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 狭心症･高血圧治療剤 旧品名(090925ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩錠30mg｢CH｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗ
ﾝ製薬中止

ZL CH 60 裸錠 白 無 ｼﾞﾙﾍﾞｲﾄ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 長生堂製薬 Ca拮抗剤 9806中止 940708収載
ZMC ZMC 裸錠 白 有 ｾﾞﾝﾐｺｰﾝ ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 全星薬品工業 骨格筋弛緩剤 9104中止
ZN Z N HT15L 裸錠 白 有 ｻﾞﾈﾛ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 堀田薬品合成 気管支拡張剤 9710中止 960705収載
ZNC LA 221 ZNC 60mg:LA221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 徐放性高血圧･狭心症治

療剤
旧ﾋｰﾄ(0411迄) 0305ﾋｰﾄ
裏AstraZeneca削除

ZNC ZNC 201:10 10mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変
更 14錠ﾋｰﾄ表に曜日記

ZNC ZNC 201:10 10mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持続型ACE阻害剤 0303ﾋｰﾄ変更，裏
AstraZeneca削除

ZNC ZNC 201:20 20mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 9311変
更(社名変更により)

ZNC ZNC 201:20 20mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持続型ACE阻害剤 0309ﾋｰﾄ変更，裏
AstraZeneca削除
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ZNC ZNC 201:5 5mg:ZENECA 201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｾﾞﾈｶ薬品 血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 9311変
更(社名変更により)

ZNC ZNC 201:5 5mg:ZNC201 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ-ｾﾞﾈｶ薬品 持続型ACE阻害剤 0305ﾋｰﾄ変更
ZNC LA 214 ZNC 60mg:ZENECA 214 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更

(社名変更により)
ZNC ZNC 214:50 50mg:ZENECA 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 9311変

更 14Tﾋｰﾄ表に曜日記載
ZNC ZNC 214 25mg:ZENECA 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9311変

更(社名変更により)
ZNC ZNC 214：25 25mg:ZNC214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 心臓選択性β 遮断剤 1003承継(前:大日本住友

製薬)
ZNC ZNC 214:50 50mg:ZNC214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 心臓選択性β 遮断剤 1003承継(前:大日本住友

製薬)
ZNC 250mg:ZNC218 ZENECA 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 9912中止 9706PTPｼｰﾄ

裏変更，裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

ZNC 500mg:ZNC218 ZENECA 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高脂質血症用剤 9912中止 9706PTPｼｰﾄ
裏変更，裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

ZNC ZNC 219:10 10mg:ZNC219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0305本体ｺｰﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ
変更 00ﾋｰﾄ変更
(ZENECAをAstraZeneca

ZNC ZNC 219:20 20mg:ZENECA 219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 住友製薬-ｾﾞﾈｶ薬品 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9311変
更(社名変更により)

ZNC ZNC 219:20 20mg:ZNC219 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0305ﾋｰﾄ裏AstraZeneca
削除

ZNC 10mg:AstraZeneca
ZNC220-N10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

ZNC 5mg:AstraZeneca
ZNC220-N5

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

ZNC LA 221 ZNC ZNC221 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLAｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg 大日本住友製薬-ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

徐放性高血圧･狭心症治
療剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(ZNC221)裏->
表，ﾋｰﾄ表60mg削除

ZNC ZNC 302:80 ZNC302:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｿﾃﾞｯｸｽ錠80mg ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 前立腺癌治療剤 0903ﾋｰﾄ若干変更
060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｶｿﾃﾞｯｸｽ錠)

ZNC ZNC 421 10 ZENECA 421 耳:ZENECA
421 10mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｾﾞﾈｶ薬品 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

ZNC ZNC421 10 ZNC421 10 AstraZeneca ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 旧ｺｰﾄﾞ（0408迄） 00ﾋｰﾄ
変更(ZENECAから
AstraZenecaに)

ZNC ZNC 421 20D D:ZENECA 421
耳:ZENECA 421 20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｾﾞﾈｶ薬品 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9311変更
(社名変更により)

ZNC ZNC421 20D D:ZNC421 20
AstraZeneca

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 抗乳癌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0407迄) 00ﾋｰﾄ変
更(ZENECAを
AstraZenecaに)

ZNZ NZ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

ZNZ NZ 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

ZOBICLOBI
LL

NPI 625A NPI-625A:400 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｸﾛﾋﾞﾙ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 日本薬品工業 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 010706収載

ZOMIG ZOMIG 2･5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｿﾞｰﾐｯｸﾞ錠2.5mg ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 2.5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 片頭痛治療薬/5-
HT(1B/1D)受容体作動薬

010831収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ZOUKI T-ZOUKI 102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/黄 ｸﾗｲｽﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 東京臓器化学 循環障害改善剤 9309中止
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ZP ZP 裸錠 白 有 ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝZ錠 ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 400mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸製剤 薬局のみに販売 9701医
家用中止

ZP ZE 22 Y-ZP ZE22 裸錠 白～微黄白 無 ﾋﾟｰｴｲ配合錠 全星薬品工業-田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

感冒剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟｰｴｲ錠) 全
星，沢井，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏとﾋｰ
ﾄ異なる

ZP ZP06 10 ZP06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｸｼﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg 塩酸ﾋﾟﾙﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 気管支拡張剤 9606中止 890601変更
ZP ZP07 15 ZP07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｸｼﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg 塩酸ﾋﾟﾙﾌﾞﾃﾛｰﾙ 15mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 気管支拡張剤 9606中止 890601変更
ZP ZP 32 ZP32:75mg 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾏｯｸD錠75 ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 0806本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

追加 060707収載
ZP ZP 45 ZP45:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｼﾉﾝ錠75mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 071102収載
ZP ZP 46 ZP46:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｼﾉﾝ錠150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 071102収載
ZP ZP55 ZP55 裸錠(楕円形) 白～微黄白 無 ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ配合錠 ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ一

水和物，無水ﾘﾝ酸水
素二ﾅﾄﾘｳﾑ

734.7mg，
265.3mg

ｾﾞﾘｱ新薬工業 経口腸管洗浄剤 1101本体ｺｰﾄﾞ追加等
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ錠)，
ﾊﾞﾗ包装→PTP包装へ

ZP ZP65 400mg:400mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯赤褐～褐 ｱｻｺｰﾙ錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 400mg ｾﾞﾘｱ新薬工業-協和発酵
ｷﾘﾝ

潰瘍性大腸炎治療剤 091211収載 ｾﾞﾘｱ新薬工
業とﾋｰﾄ異なる

ZP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯赤褐～褐 ｱｻｺｰﾙ錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 400mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 潰瘍性大腸炎治療剤 091211収載 協和発酵ｷﾘ
ﾝとﾋｰﾄ異なる

ZP ｱｼﾉﾝ75 ZP3143 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白
(緑ﾗｲﾝ)

ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

ZP ｱｼﾉﾝ150 ZP3144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

ZPC 223 ZPC-40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞﾛﾊﾟｺｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 95本体
刻印，ﾋｰﾄ変更

ZPT Th 151 Th151 ZPT25:ZPT25 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
920710収載

ZPT Th 152 Th152 ZPT50:ZPT50 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 920710収載
ZR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞｱﾝ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 長生堂製薬 虚血性心疾患治療剤 0704中止
ZR SW 072 SW 072 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｻﾞﾌﾞﾛﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 脳循環･代謝改善剤 9903中止 98ﾋｰﾄ裏記号

(SW-ZR)削除 940708収
ZS Tu ZS-030 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞｽﾝ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 辰巳化学 鎮痙･鎮痛剤 0803ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802

販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬) 070615収載(商品
名変更に伴い，前:ｾﾞｽﾝ

ZST 236 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾉｽﾄﾘﾝ錠 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ
用薬

04頃中止 0204ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

ZT ZT 1:☆ORGANON ZT1:50mg ZT1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg ｵﾙｶﾞﾉﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ)-三共(日
本ｵﾙｶﾞﾉﾝ輸入)

不整脈･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 921127
収載

ZT ZT 1:☆ORGANON ZT1: 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ZTM ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄白 ｼﾞｽﾛﾏｯｸｶﾌﾟｾﾙ小児用
100mg

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 100mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

0304社名変更（統合に伴
い） 000531収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ZTM Pfizer:ZTM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 250mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

0304社名変更（統合に伴
い） 000531収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ZY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲｽﾛｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 全薬工業 解熱鎮痛消炎剤 9410中止 900713収載
ZY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾅﾊﾟｼﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 全薬工業 脳循環代謝改善剤 98中止 900713収載
ZYM KI 2331 P-ZYM:MECT KI-2331 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 P-ｻﾞｲﾑ ﾒｸﾄ 消化酵素剤 9205中止
ZYM KI 2334 K-ZYM:MECT KI-2334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 K-ｻﾞｲﾑ ﾒｸﾄ 消化酵素剤 8811中止
ZYR 622

GlaxoSmithKline
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･

ｽﾐｽｸﾗｲﾝ
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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ZYR 622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤 に伴い，前:第一製薬)

ZYR 623
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ZYR 623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
ZYR 622

GlaxoSmithKline
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･

ｽﾐｽｸﾗｲﾝ
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ZYR 623
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ZYVOX ZYVOX 600mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微黄白 無 ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ錠600mg ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ 600mg ﾌｧｲｻﾞｰ ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾝ系合成抗菌
剤(VRE感染症治療薬)

0406ﾋｰﾄ変更
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本データは十分注意を持って作成しておりますが、本データの利用により発生したいかなる損害に関しても、株式会社スズケンは、責任を負いませんのでご了承ください。
会社マーク・カタカナなど 株式会社スズケン 医療情報室(SDIC東京)作成

ABC順 本体コード ヒートコード 剤形 色 割線 商品名 一般名 規格 会社名 薬効等 備考
α 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0310社名変更 0207ﾋｰﾄ

変更，表裏商品名記載
9401変更

α 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0406ﾋｰﾄ変更，裏商品名
変更等 0310社名変更
9401変更

α 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成 精神神経安定剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9402変更
α 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系抗不安 0512中止
α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

α 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ｻﾝﾌﾗｰﾙS ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0407ﾋｰﾄ変更
0310社名変更

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

α 耳:SUN-F200 裸錠 白 無 ｻﾝﾌﾗｰﾙ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成工業 抗悪性腫瘍剤 9912中止
α 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 9506中止 9308変更
α 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成 利尿･降圧剤 01頃中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
α 裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成 血圧降下剤 0001中止 9709ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9308変
α 裸錠 白 有 ﾄﾚﾊﾞﾝｽ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性ACE阻害降圧剤 0704頃中止 0310社名変

更 0206ﾋｰﾄ変更 990709
収載 ﾋｰﾄ表商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

α 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更，ﾋｰﾄ表裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

α 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

α 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更

α 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

α 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾓｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 0310社名変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

α μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾙﾅｰﾙ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

0310社名変更 020705収
載

α 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

080704収載

α 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

α 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

070706収載
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α 裸錠 黄白～淡黄 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

050708収載

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 筋緊張･循環改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠)
0310社名変更

α 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(旭化成) 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成 制酸剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載 960705収
載

α 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠500mg｢旭化成｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:炭ｶﾙ錠(旭化
成))

α 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0311本体刻印5追加
0310社名変更 0306ﾋｰﾄ
裏5ｍｇ追加 0109商品名
変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭

α 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0512中止 0310社名変更
α 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化

成)
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧本体，旧ﾋｰﾄ(9912ま

で) 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載

α 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9912本体刻印(1)追加等

α 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/無透
明

ﾌﾟﾛｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9702中止

α 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄 ﾄｷｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 旭化成 代謝性強心剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

α μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0602ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(日清ﾌｧﾙﾏより)

α μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0603ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(日清ﾌｧﾙﾏより)

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｲﾀﾞｼﾞﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 旭化成-ｱｽﾞｳｪﾙ 循環機能改善剤 0101中止 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 0104本体
外形，剤形(旧:裸錠)変更

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0212ﾋｰﾄ
変更

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0210ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0210迄) 0104本体
外形，剤型(旧:裸錠)変更

α 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾁﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 旭化成工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9301中止 900713収載
α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9701ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9307変更

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠100mg ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｶﾏｲｼﾝ錠)

α 裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 9410中止 9308変更
α 裸錠 白 有 ｻﾝｱｼﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704頃中止 0310社名変

更 000707収載，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

β β 裸錠 白 無 ｲｽｷｱ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，
150mg

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｽｷｱ錠

γ 310 γ -50 310 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢ﾅｶﾉ｣
50mg

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 94中止

γ γ -399 糖衣錠 黄 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢第三｣
50mg

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 帝三製薬 代謝性製剤 中止
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γ OZ KB O15 γ Z15 耳:γ -OZ15mg 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠(15mg) ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載

γ OZ KB 12O50 γ Z50 耳:γ -OZ50 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止
γ Z KB O15 γ Z15 耳:γ -OZ15mg 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠(15mg) ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載
γ Z KB 12O50 γ Z50 耳:γ -OZ50 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止
ε MO203:ε MO203 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ｱｼﾉﾝ ｱｼﾉﾝ75 ZP3143 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白

(緑ﾗｲﾝ)
ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

ｱｼﾉﾝ ｱｼﾉﾝ150 ZP3144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

ｱﾌﾟﾚｰｽ ｱﾌﾟﾚｰｽ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ 25mg SW-923 SW-923 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 沢井製薬 不整脈治療剤 050708収載
ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ 50mg SW-924 SW-924 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 050708収載
ｱﾙﾀｯﾄ ｱﾙﾀｯﾄ37.5 TZ351 TZ351 37.5：37.5mg

TZ351
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg あすか製薬 H2受容体拮抗剤 0510本体商品名記載(ｶﾀ

ｶﾅ) 0208ヒート裏変更
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ｱﾙﾀｯﾄ ｱﾙﾀｯﾄ75 TZ321 TZ321 75:75mg TZ321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg あすか製薬 H2受容体拮抗剤 0510本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 0206ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
等 97ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ 50 50mg:50mg 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠50mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 1005本体ｺｰﾄﾞ変更
ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ 100 100mg:100mg 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠100mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 1005本体ｺｰﾄﾞ変更
ｲﾘﾎﾞｰ ｲﾘﾎﾞｰ 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾘﾎﾞｰ錠2.5μ g 塩酸ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 2.5μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 下痢型過敏性腸症候群

治療剤
080912収載

ｲﾘﾎﾞｰ ｲﾘﾎﾞｰ 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾘﾎﾞｰ錠5μ g 塩酸ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 5μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 下痢型過敏性腸症候群
治療剤

080912収載

ｲﾝﾀｰﾙ ｲﾝﾀｰﾙ INTAL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙透明/無
透明

ｲﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ外用20mg ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸ﾅﾄﾘｳﾑ(外) 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治
療剤

1101販売元変更(前:ｱｽﾃ
ﾗｽ製薬) 1010製造販売
元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ製薬)

ｲﾝﾌﾘｰ ｲﾝﾌﾘｰ200 200mg:200 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｲﾝﾌﾘｰSｶﾌﾟｾﾙ200mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症
剤

0907ｺｰﾄﾞ変更

ｳﾘﾄｽ ｳﾘﾄｽ 0.1 KP-197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｳﾘﾄｽ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 杏林製薬 過活動膀胱治療剤 070608収載

ｳﾛｶﾙﾝ ｳﾛｶﾙﾝ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 0812本体ｺｰﾄﾞ変更

ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200 SW-325 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
｢ｻﾜｲ｣) 0506本体変更
(前：SWの刻印)

ｵ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1009迄)
060601収載

ｵ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ｵ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1010迄)

060601収載
ｵ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ｵｾﾞｯｸｽ ｵｾﾞｯｸｽ 150 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
広範囲経口抗菌製剤 0701ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ変

更，本体商品名記載，小
ｶﾞﾁﾌﾛ ｶﾞﾁﾌﾛ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾁﾌﾛ錠100mg ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 100mg(ｶﾞﾁﾌﾛ

ｷｻｼﾝとして)
杏林製薬 広範囲経口抗菌薬 0809中止 0612ﾋｰﾄ裏記

020607収載 大日本住友
のものとﾋｰﾄ異なる

ｶﾞﾁﾌﾛ ｶﾞﾁﾌﾛ 100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾁﾌﾛ錠100mg ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 100mg(ｶﾞﾁﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

杏林製薬･大日本住友製
薬

広範囲経口抗菌薬 0809中止 020607収載 杏
林製薬のものとﾋｰﾄ異な
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ｸﾞﾗｹｰ ｸﾞﾗｹｰ 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｸﾞﾗｹｰｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

0907ｺｰﾄﾞ変更

ｸﾗﾘｽ ｸﾗﾘｽ 200 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0804ｺｰﾄﾞ変更

ｹﾀｽ ｹﾀｽ 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害剤，
脳血管障害･気管支喘息
改善剤

0609頃ﾋｰﾄ裏記号変更

ｻﾑｽｶ ｻﾑｽｶ 15:ｻﾑｽｶ 15 ｻﾑｽｶ15 裸錠 青 有 ｻﾑｽｶ錠15mg ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ 15mg 大塚製薬 V2-受容体拮抗剤 101210収載
ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾚﾄﾞ100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ:ｻﾚﾄﾞ100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 100mg 藤本製薬 抗多発性骨髄腫剤 081212収載
ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞｻﾚ ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾚﾄﾞ50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ:ｻﾚﾄﾞ50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 50mg 藤本製薬 抗多発性骨髄腫剤 100423収載
ｻﾚﾄﾞ ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾚﾄﾞ50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ:ｻﾚﾄﾞ50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 50mg 藤本製薬 抗多発性骨髄腫剤 100423収載
ｻﾚﾄﾞ ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾚﾄﾞ100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ:ｻﾚﾄﾞ100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 100mg 藤本製薬 抗多発性骨髄腫剤 081212収載
ｻﾜｼﾘﾝ 125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0612中止 0504社名変更

(合併)
ｻﾜｼﾘﾝ 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)
ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑR ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑR 200mg SW-

726
SW-726 200:200 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ

200mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 101119収載

ｽﾀｰｼｽ ｽﾀｰｼｽ 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 0606本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ
変更

ｽﾀｰｼｽ ｽﾀｰｼｽ 90 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤色 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 0605本体ｺｰﾄﾞ変更，色調
変更(前:白)，小型化，ﾋｰ
ﾄ変更

ｽﾃｰﾌﾞﾗ ｽﾃｰﾌﾞﾗ 0.1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 小野薬品工業 過活動膀胱治療剤 1009頃本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ変
更

ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg SW-148 SW-148 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080704収載

ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg SW-149 SW-149 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 070706収載

ｾﾌｶﾍﾟﾝSW ｾﾌｶﾍﾟﾝSW 100 100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

090515収載

ｾﾌｽﾊﾟﾝ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0403本体商品名記載(ｶﾀ

ｾﾌｽﾊﾟﾝ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0402本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更

ｾﾌｿﾞﾝ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
ｾﾌｿﾞﾝ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1103ﾋｰﾄ変更
ﾀﾑｽﾛｼﾝ ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg MED-401 MED-401:0.1 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ

0.1mg｢MED｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿

障害改善剤
060707収載

ﾀﾑｽﾛｼﾝ ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg MED-402 MED-402:0.2 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢MED｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

ﾁﾜﾝ ﾁﾜﾝ 5mg SW-346 SW-346 5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 沢井製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
ﾁﾜﾝ ﾁﾜﾝ 10mg SW-345 SW-345 10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 沢井製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1012本体ｺｰﾄﾞﾁﾜﾝ10mg

追加
ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神分裂病，うつ病，胃･

十二指腸潰瘍治療剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ)

ﾄﾐﾛﾝ ﾄﾐﾛﾝ 100 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品，昭和薬品化工

ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 0708ｺｰﾄﾞ変更

ﾊﾙｽﾛｰ ﾊﾙｽﾛｰ 0.1mg SW-611 SW-611 0.1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙｽﾛｰ0.1mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 沢井製薬・扶桑薬品工業 前立腺肥大に伴う排尿障
害改善剤

050708収載

ﾊﾙｽﾛｰ ﾊﾙｽﾛｰ 0.2mg SW-612 SW-612 0.2mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙｽﾛｰ0.2mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 沢井製薬・扶桑薬品工業 前立腺肥大に伴う排尿障
害改善剤

050708収載

ﾋﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1009迄)
060601収載

ﾋﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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ﾋﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1010迄)
060601収載

ﾋﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ﾌｪﾙﾀｰｾﾞ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 0504社

名変更(合併) 0203本体
商品名記載

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ 112.5mg SW-
481

SW-481 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ｻﾜｲ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 沢井製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

090515収載

ﾌﾙｺﾅｰﾙ ﾌﾙｺﾅｰﾙ 50mg SW-884 SW-884 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(100528ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣に変

ﾍｷｻﾙ EB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ､ﾙﾁﾝ 12.5mg，
12.5mg

ｻﾝﾄﾞ 痔疾患治療剤 0912中止 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 1009ｺｰﾄﾞ変更
ﾎﾈ 裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水

和物
5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

ﾎﾞﾉﾃｵ ﾎﾞﾉﾃｵ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾉﾃｵ錠1mg ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 骨粗鬆症治療剤 090313収載
ﾐﾉﾍﾟﾝ ﾐﾉﾍﾟﾝ 50 SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0509本体ｺｰﾄﾞ変更
ﾐﾉﾍﾟﾝ ﾐﾉﾍﾟﾝ 100 SW-666 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0512本体ｺｰﾄﾞ変更(SW削

除，品名記載)
ﾑｺｽﾀ ﾑｺｽﾀ 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺｽﾀ錠100mg ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大塚製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｺｽﾀ錠100)
0905ｺｰﾄﾞ変更

ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ﾄｰﾜ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg｢ﾄｰ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東和薬品 代謝性強心剤 101119収載
ﾕﾍﾞﾗN ﾕﾍﾞﾗN200 200mg:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 0909ｺｰﾄﾞ変更

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg MED-
240

MED-240 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
MED｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg MED-
241

MED-241 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
MED｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

ﾘｽﾋﾟﾝ ﾘｽﾋﾟﾝ 50mg SW-685 SW-685 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 090515収載
ﾘｽﾋﾟﾝ ﾘｽﾋﾟﾝ 100mg SW-690 SW-690 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 1002本体ｺｰﾄﾞ変更
ﾘﾏﾁﾙ ﾘﾏﾁﾙ 50 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠50mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ

ﾏﾁﾙ50） 9710本体変更，
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾘﾏﾁﾙ ﾘﾏﾁﾙ 100 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ
ﾏﾁﾙ） 9703本体変更，ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100MED 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢MED｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞSW ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ SW100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 沢井製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
ﾛｷﾀｯﾄ ﾛｷﾀｯﾄ 37.5mg SW-414 SW-414 37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 081107収載
ﾛｷﾀｯﾄ ﾛｷﾀｯﾄ 75mg SW-412 SW-412 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 050708収載
ﾛﾙｶﾑ ﾛﾙｶﾑ 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 4mg 大正製薬-大正富山医薬

品
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0805ｺｰﾄﾞ変更

骨 裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

人間 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
人間 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙
型)

くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠5mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙
型)

くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠10mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 10mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙
型)

くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠20mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 20mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載
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LN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

薄帯黄赤 無 ﾌﾙﾀﾞﾗ錠10mg ﾘﾝ酸ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 10mg ｼﾞｪﾝｻﾞｲﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗悪性腫瘍剤 1007製造販売元変更(前:
ﾊﾞｲｴﾙ薬品)

SANKYO 261 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠1mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

SANKYO 262 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠2mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更

SANKYO 263 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠4mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0204ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

SANKYO 331：10 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠10mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 10mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO 332：20 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 20mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐
帯)

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-Rｶﾌﾟｾﾙ18.75mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

1010製造販売元変更(前:
第一三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏ
ｲﾔｰｽﾞ中止

SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

SANKYO 242：16 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠16mg ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 16.0mg 第一三共 持続性Ca拮抗剤

に伴い，前:三共) 0408本
体刻印16追加 030401収

SANKYO 241：8 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠8mg ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8.0mg 第一三共 持続性Ca拮抗剤

に伴い，前:三共) 0408本
体刻印8追加 030401収

SANKYO 624 腟錠（裸錠） 白 無 ｸﾛﾏｲ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾏｲ腟錠)

SANKYO 265 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙白 ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ80mg ﾌﾟﾗｳﾉﾄｰﾙ 80mg 第一三共 粘膜防御胃炎･胃潰瘍治
療剤<植物抽出･精製製
剤>

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ)

SANKYO 322 μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤紫/暗赤
紫

ｺﾊﾞﾒﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 第一三共 末梢性神経障害治療剤 1003中止

SANKYO 125:1 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠1 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更，裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）など

SANKYO 126:2 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠2 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

10 SANKYO 107 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更
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5 SANKYO 106 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠5 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 128:5 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠5mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 睡眠導入剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 226 裸錠 淡灰褐～淡
黄褐

無 ﾀｶﾌﾟﾚｯｸｽ錠 ﾀｶﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞN､ﾘﾊﾟｰｾﾞ
MY

100mg，
25mg

第一三共 消化酵素剤 1003中止

SANKYO 311 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(大原薬品工業へ)

SANKYO 338 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
100mg)

SANKYO 117:10 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共)
SANKYO 116:5 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共) 010907
収載(商品名の変更 前:ﾈ
ﾙﾎﾞﾝ錠)

SANKYO 676 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞﾅﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 第一三共・ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲ
ﾝ

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾅﾝ錠)

SANKYO 313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

0803中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
SANKYO 321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
0803中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
SANKYO 312 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
25)

SANKYO 320 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
50)

SANKYO 145 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｼﾞ
ﾝとして)

第一三共 鎮痛剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

P-D 536 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 125mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

P-D 540 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

P-D 444:250 裸錠 白～微黄白 無 ﾎﾟﾝﾀｰﾙ錠250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0210ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

SANKYO 232 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-
CoA還元酵素阻害剤)

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更など 9609ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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SANKYO 131:0.5 裸錠 白 無 ﾒﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 0.5mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 132:1 裸錠 白 有 ﾒﾚｯｸｽ錠1mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

錠剤 淡黄 有 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
元変更に伴い(前:第一三
共)

錠剤 淡黄 無 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠5ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
元変更に伴い(前:第一三
共)

SANKYO 328 裸錠 白 無 ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠20mg ｼﾞｸﾛﾛ酢酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ｱﾐﾝ

20mg 第一三共 肝機能改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠)

SANKYO 405 裸錠 白 無 ﾛｲｺﾝ錠10mg ｱﾃﾞﾆﾝ 10mg 第一三共 白血球減尐症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(大原薬品工業へ)

SANKYO 157 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾆﾝ錠)

KRH102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ｸﾚﾊ-第一三共 慢性腎不全用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200)

KH 208 KH208 2mg：2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾆｰﾙ錠2 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 209 KH209 4mg：4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆｰﾙ錠4 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 210 KH210 8mg：8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆｰﾙ錠8 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 010 KH010 30mg：30mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｸﾄ錠30 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾙﾃｸﾄ錠)

KH 117 100mg KH117:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠100mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 116 50mg KH116:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠50mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 50mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 306 KH306 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 協和発酵ｷﾘﾝ 消化管運動改善剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 305 KH305 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ 消化管運動改善剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

2mg:2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
4mg:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
裸錠(楕円形) 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水

和物
35mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)
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30
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠30mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 30mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ

記載表→裏等)

60
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載表→裏等)

裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1009迄)
060601収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1010迄)

060601収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

EK 05 112.5mg EK05:112.5mg 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小林化工-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

TR 60 TR60 LA60μ 裸錠(徐放性) 白～黄みの
白

無 ｹｱﾛｰﾄﾞLA錠60μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 60μ g 東ﾚ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ（PGI2)
誘導体徐放性製剤

071214収載

ｽﾀｰｼｽ 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 0606本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ
変更

ｽﾀｰｼｽ 90 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤色 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 0605本体ｺｰﾄﾞ変更，色調
変更(前:白)，小型化，ﾋｰ
ﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1012ﾋｰﾄ変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1103ﾋｰﾄ変更

SEROQUEL 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄赤 無 ｾﾛｸｴﾙ25mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 25mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 1103ﾋｰﾄ若干変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/薄褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

1006ｺｰﾄﾞ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

1010ｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄黄 無 ﾍﾞｼｹｱ錠5mg ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過活動膀胱治療剤 060601収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｼｹｱ錠2.5mg ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ 2.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過活動膀胱治療剤 060601収載
裸錠 白 有 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤

(COX-2選択的阻害剤)
070316収載

裸錠（楕円形) 白 有 ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
(COX-2選択的阻害剤)

070316収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放
性)

淡黄/橙 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 0.5mg(ﾀｸﾛﾘﾑ
ｽとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放
性)

白/橙 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 1mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ
として)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放
性)

灰赤/橙 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ
として)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ
製薬

消化酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9510販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9209販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9301販売

KN 306:2.5
OD:2.5mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
KN｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

KN 307:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

KN 356:1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠1mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KN 357:3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載
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KN 354:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KN 355:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

MK 38:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 小林化工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK 37:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 小林化工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

KN 195:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢KN｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 小林化工 前立腺癌治療剤 090515収載
EK 06 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 225mg 小林化工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-

気管支喘息治療剤-
081107収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲとﾋｰﾄ異なる

MK 27:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK 28:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

AKP 02 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載 あすか製薬
とﾋｰﾄ異なる

AKP 04 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載 あすか製
薬，武田薬品とﾋｰﾄ異な
る

MK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
MEEK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

小林化工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 小林化工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
DS10%｢MEEK｣(明治)とｺｰ
ﾄﾞ同じ

裸錠 白～わずか
に黄褐

無 ﾋﾞｵｽﾘｰ錠 東亜薬品工業-東亜新
薬，鳥居薬品

整腸剤 旧ｺｰﾄﾞ(0712迄) 牛乳由
来成分含有

SN 1 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0312中止 010706収載
SN 2 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0108中止 010706収載
AZ 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
AZ 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
TPD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾌﾟﾅｰﾄﾞ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9910中止 960705収載 本

体記号ﾖｼｵｰﾙと同じ
AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾙｰﾌｧ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止(00以前) 960705収
AP10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱﾌﾟｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 不整脈治療剤 99中止 970711収載
AP20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱﾌﾟｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 不整脈治療剤 99中止 970711収載
APC 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾌﾟﾛｶﾃﾝ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 9912中止 960705収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤透明 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，ﾏ
ｲﾗﾝ製薬，辰巳化学

Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0704販売
会社社名変更(前:科薬)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤透明 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，ﾏ
ｲﾗﾝ製薬，辰巳化学

Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0704販売
会社社名変更(前:科薬)

SI 裸錠 白 無 ｱﾙﾃﾙﾎﾞ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 中止(00以前) 960705収
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁﾄﾞﾗｰﾙ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定剤 0108中止 950707収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁﾄﾞﾗｰﾙ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定剤 中止 950707収載

CUE S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾋﾟｶﾙｽS配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾟｶﾙｽS錠)

CUE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟｶﾙｽ配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・岩城製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾟｶﾙｽ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｶﾌﾟﾘｯｸ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0107中止 900713収載
K 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾘﾝﾀﾞﾛﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 循環障害改善剤 9901中止 010907収載(規

格表示変更) 940708収載
SF:CD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡黄褐～黄
褐

無 ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠500 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ薬 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)
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SLT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾞﾙﾂｸﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

900713収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9906中止 920710収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9906中止 920710収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ｼｵﾌﾟﾘｶｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止(00以前) 940708収
載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ｼｵﾌﾟﾘｶｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止(00以前) 940708収
載

CH8 裸錠 白 有 ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠)

L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

SMS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｵﾒｲｽﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

99中止 960705収載

SNF 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾝﾉﾙﾌ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 広範囲経口抗菌剤 0003中止 960705収載
SNF 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾝﾉﾙﾌ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 広範囲経口抗菌剤 0703中止 960705収載
LS μ g 裸錠 白 無 ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ

ﾄとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･東和薬品，日
本ｹﾐﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

徐放錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｾﾗﾓﾝﾃ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 虚血性心疾患治療剤 9912中止 940708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄﾍﾊﾟﾝ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 組織呼吸賦活剤 9912中止 920710収載
TLT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾁﾙﾄﾘｱ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0407中止 960705収載
TLT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡橙 無 ﾁﾙﾄﾘｱ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0407中止 960705収載

裸錠 白～帯黄白 有 ﾃﾞｽﾘﾎﾟｰｾﾞ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0203頃中止 900713収載
TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾚﾍﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載 本

体同記号，同成分他4品
目有

裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨﾙｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･大洋薬品工業 自律神経調整剤 0912大洋薬品工業中止
940708収載

RDS L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

PTD L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更

RDS L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

PTD L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更

NZT NZT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0207中止 020705収載
C 裸錠 淡橙 無 ﾆﾄｷﾞｽ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆﾄｷﾞｽ錠
FG 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日

本薬品工業
H2受容体拮抗剤 030704収載

FN h 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0309ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000707収載

FN f 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0305ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000707収載

Tu-BA 001 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾄﾗｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 睡眠導入剤 辰巳のﾋﾞﾋﾞｯﾄｴｰｽ錠
1mg(ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ)と本体

BS μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞｽﾄﾙﾅｰ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

T Z 裸錠 白 有 ﾍﾙｾﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 筋緊張緩和剤 0212中止 960705収載
裸錠(楕円形) 白 有 ﾏｰｸﾞﾚｲﾄﾞ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口血糖降下剤 920710収載
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B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾃﾞﾅｰﾙL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
SN｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-大洋薬品工業 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

MLI 裸錠 白 無 ﾒﾙｶｲｯｸ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神神経安定剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙｶｲｯｸ錠)
970711収載

糖衣錠 白 無 ﾓﾃﾞﾚｰﾀﾑ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 筋緊張性疾患治療剤 9912中止 920710収載
SZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0111中止 010706収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 止瀉剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞｶﾌﾟｾ

RL 1 裸錠 白 無 ﾛﾝﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬，興
和ﾃﾊﾞ

持続性心身安定剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

RL 2 裸錠 薄橙 有 ﾛﾝﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬，興
和ﾃﾊﾞ

持続性心身安定剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

C 裸錠 淡橙 無 小児用ｲｽｷｱ ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱･鎮痛剤 0011中止 960705収載
β 裸錠 白 無 ｲｽｷｱ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，

150mg
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｽｷｱ錠
裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠)
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

EZ10 裸錠(長円形) 白 有 ｾﾞﾁｰｱ錠10mg ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg MSD・ﾊﾞｲｴﾙ薬品 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰ
ﾀｰ阻害剤，高脂血症治
療剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)，ﾋｰﾄ裏記号変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ﾃｨｱ
ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型)

白 無 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠100mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 100mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090323
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄赤 無 ｱｲｾﾝﾄﾚｽ錠400mg ﾗﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙｶﾘｳﾑ 400mg MSD HIVｲﾝﾃｸﾞﾗｰｾﾞ阻害剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 080627
収載 ﾊﾞﾗのみ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ﾃｨｱ
ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型)

白 無 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠100mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 100mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090323
収載

SANKYO 624 腟錠（裸錠） 白 無 ｸﾛﾏｲ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾏｲ腟錠)

SANKYO 265 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙白 ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ80mg ﾌﾟﾗｳﾉﾄｰﾙ 80mg 第一三共 粘膜防御胃炎･胃潰瘍治
療剤<植物抽出･精製製
剤>

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ)

SANKYO 128:5 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠5mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 睡眠導入剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 226 裸錠 淡灰褐～淡
黄褐

無 ﾀｶﾌﾟﾚｯｸｽ錠 ﾀｶﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞN､ﾘﾊﾟｰｾﾞ
MY

100mg，
25mg

第一三共 消化酵素剤 1003中止

SANKYO 339 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
250mg)

SANKYO 145 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｼﾞ
ﾝとして)

第一三共 鎮痛剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO 328 裸錠 白 無 ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠20mg ｼﾞｸﾛﾛ酢酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ｱﾐﾝ

20mg 第一三共 肝機能改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠)
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SANKYO 330：5 裸錠 淡黄白 無 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠5mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 5mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO 116:5 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共) 010907
収載(商品名の変更 前:ﾈ
ﾙﾎﾞﾝ錠)

SANKYO 117:10 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共)
SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

307AV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 0512中止 031212収載

307AV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 0512中止 031212収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾘｱﾅｰﾙ錠200mg ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ 200mg 田辺三菱製薬 気道分泌細胞正常化剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 011207収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌｯｾﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大興製薬-日医工 止瀉剤 0609供給停止 0401ﾋｰﾄ
裏変更 9810ﾋｰﾄ変更
(1mg追加)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ 徐放性鉄剤 0108中止(日本医薬品工
業へ販売移管)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯赤褐～褐 ｱｻｺｰﾙ錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 400mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 潰瘍性大腸炎治療剤 091211収載 協和発酵ｷﾘ
ﾝとﾋｰﾄ異なる

TYK63 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業 抗潰瘍・精神情動安定剤 0907中止 0506本体ｺｰﾄﾞ
追加

TYK163 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏﾌﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大正薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0707中止
TYK176 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤､ｹ

ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤
0907中止 0806商品名変
更(前:ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

TYK187 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｾﾌﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0812ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ1mg｢TYK｣に変更)

TYK187:TYK187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg｢TYK｣ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｷｾﾌﾞ
ﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 大正薬品工業-日本化薬 前立腺癌治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ耳ｺｰﾄﾞ削除

TYK262:TYK262 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾃﾌﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃潰瘍治療剤
TYK269:10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾅﾄｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日本化薬
気管支喘息･脳血管障害
改善剤

TYK291:TYK291 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾉﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 大正薬品工業 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0707中止
TYK314:TYK314 45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾚｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

三和化学研究所，ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

TYK334 20mg:TYK334
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
扶桑薬品工業

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1006ﾋｰﾄ20mg追加等
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20)

TYK341:TYK341 20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗｽﾄﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

TYK344 15mg 裸錠 極薄橙 有 ｱﾗﾌﾟﾘｯﾄ錠15mg 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 大正薬品工業 ACE-I降圧剤 0707中止 020705収載
TYK346 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾙﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 血管拡張性β 1遮断薬 020705収載
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TYK350:TYK350 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
150)

TYK354 20mg 裸錠 白 有 ﾀｲｼﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

狭心症治療用ISMN製剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
020705収載

TYK386:TYK386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.1mg｢TYK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

TYK386 0.1mg:TYK386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾙﾝﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大正薬品工業・興和創薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾀﾑｽﾛｼ
ﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.1mg｢

TYK387:TYK387 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
0.2mg｢TYK｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

TYK387 0.2mg:TYK387 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾝﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業・興和創薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾀﾑｽﾛｼ
ﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.2mg｢

TYK395 15mg:TYK395 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

TYK396 30mg:TYK396 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

PG0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

PG1:1mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号削除

H100 裸錠 白 有 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0204ﾋｰﾄ裏
記号削除 9905ﾋｰﾄ変更，
9807本体変更

裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 9805ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ化

L1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠100mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9712ﾋｰﾄ変更
940708収載

L2:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠200mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9801ﾋｰﾄ変更
940708収載

L100 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0207ﾋｰﾄ裏
商品名記載，記号削除
980710収載

L200 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ﾚ
ｷｼﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 摩耶堂製薬 合成抗菌製剤 0108中止 990709収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ﾋﾟﾅﾃﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東光薬品工業 EPA製剤 0002中止 980710収載

SI IS 裸錠 白 有 ｲｿﾓﾆｯﾄ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｻﾝﾄﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 0807中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ裏記
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EB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ､ﾙﾁﾝ 12.5mg，
12.5mg

ｻﾝﾄﾞ 痔疾患治療剤 0912中止 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾｽｼﾞｳﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痙･鎮痛剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｽｼﾞｳﾑ錠)

LV 25 裸錠 淡赤 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠25μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g ｻﾝﾄﾞ 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0606商品名変更(前:ﾚﾎﾞﾁ
ﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠25μ g｢ﾍｷ
ｻﾙ｣) 富士製薬工業のも
のとﾋｰﾄ異なる

LV 50 裸錠 白 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠50μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g ｻﾝﾄﾞ 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0606商品名変更(前:ﾚﾎﾞﾁ
ﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠50μ g｢ﾍｷ
ｻﾙ｣) 富士製薬工業のも
のとﾋｰﾄ異なる

AL
100mg

裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾛｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ 高尿酸血症治療剤 0809中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表100追加と
一般名記載 科研とﾋｰﾄ異

WL 裸錠 白 無 ｳｪﾙﾋﾞｰ錠2.5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
WL5 WL5 裸錠 白 有 ｳｪﾙﾋﾞｰ錠5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ｻﾝﾄﾞ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
MD E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ､ﾙﾁﾝ 12.5mg，

12.5mg
日本ﾍｷｻﾙ 痔疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 97ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9609製造販売元変更

R J
2.5mg

裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾚﾅﾝﾄ錠)
0812ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

糖衣錠 緑 無 ｵﾋﾟﾆｵﾝS錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 肝機能賦活･利胆剤 0204中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CT CT 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｻﾝﾄﾞ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0711頃中止 060707収載
(商品名変更に伴い，前:ｶ
ﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠｢ﾍｷｻﾙ｣
12.5mg) 0604ﾋｰﾄ裏記号

CR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｶﾙｿﾞﾙﾝG30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg 日本ﾍｷｻﾙ 血管強化･止血剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

K 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

K 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)  990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GT 裸錠(楕円形) 白 有 ｸﾞﾘﾋﾟﾅｰﾄ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 経口血糖降下剤 0806中止 0603ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601社名変更(前:日

1mg
裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0704頃中止 0604ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)
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CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤 060707収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠｢ﾍｷ
ｻﾙ｣200mg) 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
CS 100 裸錠 白 無 ｼﾛｼﾅﾐﾝ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 000707収載

CS 50 裸錠 白 無 ｼﾛｼﾅﾐﾝ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｻﾝﾄﾞ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 000707収載

SK 裸錠 白～帯黄白 無 ｽｹﾙﾗｯｸｽ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 骨粗鬆症治療剤 0205中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SC123-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽｺﾋﾟﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0010中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CL CL 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘﾌﾟｽ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

2 KL160:2 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠2mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠2)

3 KL160 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 3mg ｻﾝﾄﾞ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠3)

5 KL160:5 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠5mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠5)

SL 裸錠 薄桃 無 ｾﾘｰｽ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ACE阻害剤

SL5 SL5 裸錠 薄桃 有 ｾﾘｰｽ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ACE阻害剤

糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｻﾝﾄﾞ･三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠)，
ﾋｰﾄ表12追加

D 裸錠 白 有 ﾄﾞｲｽﾛｰﾙ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 日本ﾍｷｻﾙ 気管支拡張剤 0012中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾘｯｶｰ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ 消化管運動改善剤 0110中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NM 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾑﾌｪﾝ-ｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 日本ﾍｷｻﾙ 消炎･鎮痛･解熱剤 0011中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

N1
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0912中止 0609ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

N2
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0910中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ表
200追加，ﾋｰﾄ裏記号変

NF NF 裸錠 極薄紅 有 ﾉﾌﾞﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
PN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾋﾟｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾊﾟﾅ

ﾋﾟｼﾞﾝ錠)
VH2 VH2 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠200mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0606ヒートｺｰﾄﾞ変更

（VH2->VH200)，ﾋｰﾄ裏記
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VH4 VH4 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠400mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0603ヒートｺｰﾄﾞ変更
（VH4->VH400)，ﾋｰﾄ裏記

DK 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ﾀﾞｲﾄ-日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症治療剤 0107中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK 352
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ﾀﾞｲﾄ-ｻﾝﾄﾞ 高脂血症治療剤 0804中止 0602ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601販売元社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

FL 231-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙﾛﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 日本ﾍｷｻﾙ 止瀉剤 0010中止 980119承認
9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

BP 449-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾅﾋﾟｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812中止 0604ﾋｰﾄ表記
号(1)追加，ﾋｰﾄ裏記号変

0601社名変更(前:日本ﾍ

200mg
軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾍﾓﾀｲﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg ｻﾝﾄﾞ 経口痔核治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾓﾀｲﾄ) 0603

SANDOZ)
MM 718

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠100mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0605ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

MM 719
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0603ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

MX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾞｯｸｽ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0205中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705収

RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｻﾞｰﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0101中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾅﾝﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 頻尿治療剤 0009中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9607販売

RN 25 裸錠 白 無 ﾗｳﾅﾝｽ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 尿酸排泄薬 0010中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RN 裸錠 白 有 ﾗｳﾅﾝｽ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 尿酸排泄薬 0010中止 970130承認
9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

RD 裸錠 白 有 ﾗｼﾞｱﾐﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本ﾍｷｻﾙ 利尿降圧剤 0205中止 0007販売 日本
新薬から承継

RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾅｶｰﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 循環機能改善剤 0105中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙赤 無 ﾘｻﾁﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 冠循環増強剤 0108中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RJ 2
2mg

裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0703頃中止 0603ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ) 舌下錠

ARC ARC 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｻﾝﾄﾞ 利尿剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 0006製造元･
本体･ﾋｰﾄ変更
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ARE ARE 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｻﾝﾄﾞ 利尿剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 0006製造元･
本体･ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症，心身症(更年
期障害，過敏性腸症候
群)治療剤

0104中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

Slo-bid 100mg Slo-bid 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100)

E 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠125mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg ｻﾝﾄﾞ 結核化学療法剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

RFP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟﾛ
ﾌｧｰﾏ

抗結核剤 060707収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ｢ﾍｷｻﾙ｣)

Slo-bid 200mg Slo-bid 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200)

E 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg ｻﾝﾄﾞ 結核化学療法剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

YD 054 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾌﾟﾘﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 小林薬学工業 ACE阻害剤 陽進堂のｵﾝﾌﾙｰﾙ錠
12.5mg(ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 970711収載 日医工のｺﾘ
ﾈｰﾙL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 日医工のｺﾘﾈｰﾙL錠
20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ錠40mg
｢KOBA｣

酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 小林薬学工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

中止 9808のみ製造
980710収載

裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢
KOBA｣

ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 小林薬学工業 精神神経安定剤 9809中止 980710収載

裸錠 白 無 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ錠25mg｢
KOBA｣

ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 小林薬学工業 前立腺肥大症治療剤 中止 980710収載

KYK 317 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢
KOBA｣

塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 小林薬学工業-日医工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0704迄)，承継に
伴い(日医工へ) 0406本
体ｺｰﾄﾞ追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
1.0μ g(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

ucb 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

青 有 ｲｰｹﾌﾟﾗ錠250mg ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 250mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-大塚製
薬

抗てんかん剤 100917収載

ucb 500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 500mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-大塚製
薬

抗てんかん剤 100917収載

622
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤 に伴い，前:第一製薬)
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623
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
日医工のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ

YD 640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠
10mg)，ｺｰﾄﾞ･剤型変更
(前:糖衣錠)

YD 641 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠
20mg)，ｺｰﾄﾞ･剤型変更
(前:糖衣錠)

裸錠 白 無 ﾘｿﾞﾁｰﾑ塩酸塩錠90mg｢
YD｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 陽進堂 消炎酵素製剤 0810中止 0712商品名変
更(前:ﾖｳｱﾁｰﾑ錠90)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂 高単位総合消化酵素製
剤

0910中止 98本体ﾏｰｸ変

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞFｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高単位総合消化酵素製
剤

0908中止 0702販売会社
社名変更(前:東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

YD383 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透
明

ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

YD385 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ﾃﾞｽﾞ
ﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ)

200mg YD386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 陽進堂 胃炎･胃潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表200mg追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾄﾘｯｸｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 04より陽進堂販売のみ
030704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0303ﾋｰﾄ変更，裏ｺｰﾄﾞ削
除等 9804本体，ﾋｰﾄ変
更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0304ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸
溶)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 0304ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 010202
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0303ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 010202
収載(商品名変更 前:ｵﾒ
ﾌﾟﾗｰﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微帯黄
白

有 ｾﾛｹﾝL錠120mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 徐放性高血圧治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾛｹﾝL錠)，
ﾋｰﾄ裏記号(120)追加

裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠2mg 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 気管支拡張剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠)

TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾋﾟｸﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 協和薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9811中止 970711収載 本
体同記号，同成分他4品
目有
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裸錠 白 無 ｱﾍﾟｾﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 0303中止 960705収載
CH 裸錠 白 有 ｱｽﾄﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
長生堂製薬 筋緊張緩和剤 旧品名(090925ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ

錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 970711収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾙｷﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 尿路感染症用抗菌剤 0602中止 00ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 980710収

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｱﾝﾄﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 長生堂製薬 胃潰瘍治療剤 0809中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹｲｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 長生堂製薬 気管支喘息改善剤 0005頃中止 980710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾗﾀｰｾﾞ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ

ｾﾞ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 100mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･
吉富薬品

鎮痛･抗炎症剤 0005中止 9712本体，ﾋｰﾄ
変更(製造元変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾙﾒﾝﾀｰﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 長生堂製薬 鎮痛･消炎･解熱剤 98中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に
伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢CH｣)，ﾋｰﾄ若干変

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に
伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢CH｣，ﾋｰﾄ若干変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

旧品名(091113ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼ
ﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 091113収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢CH｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(1005ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠

30mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更) 0909
商品名変更(前:ﾗｲｾﾙﾃｯｸ
錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005商品名変更(前:ｵｷｻ
ﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢CH｣)

裸錠 白 有 ﾗｲｾﾙﾃｯｸ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0909ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢CH｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
裸錠 白 有 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 030704収載
裸錠 微紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠

60mg｢CH｣
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
鎮痛･抗炎症・解熱剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷﾌﾗﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 微紅 有 ﾛｷﾌﾗﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症解熱剤 旧品名(080620ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)
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裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢CH｣ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

睡眠導入剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾘﾓﾗﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 有 ﾕﾘﾓﾗﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬 睡眠導入剤 旧品名(090925ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
錠0.25mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｿﾞﾋﾟﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 長生堂製薬 睡眠障害改善剤 0703中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

高脂血症治療剤 0909商品名変更[前:ﾍﾞﾌｧ
ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0712迄，新:ﾍﾞﾌｧ
ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞも変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0909ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ
SR錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更) 0712商品名変更(前:
ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠)，ﾋｰﾄｺｰ

CH21:CH21 50μ g 裸錠 白 有 ｱｽﾄﾌﾟﾛﾁﾝ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 長生堂製薬 気管支拡張剤 0701中止 960705収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾏｲﾙ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｺﾚｿﾙﾋﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

脂質代謝改善剤 0107中止 9711本体，ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠
5)，ﾋｰﾄ若干変更

CH26 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 長生堂製薬 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄ 960705収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠
10)，ﾋｰﾄ若干変更

CH27 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 長生堂製薬 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄ 960705収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰白 無 ｱﾌﾟﾛﾅﾘﾝPD錠 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 長生堂製薬 消炎酵素剤 0206中止 9803本体ｺｰﾄﾞ
化 960705収載

μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

旧品名(100528ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏ
ｲﾗﾝ製薬中止

μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠
20μ g)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH30 100mg:CH30
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾒｼﾙﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口蛋白分解酵素阻害
剤

0608ﾋｰﾄ若干変更(裏表
記号(100mg)追加等)
960705収載

裸錠 白 無 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
裸錠 白 有 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載
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裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0909商品名変更(前:ｿﾞﾋﾞ
ｽﾀｯﾄ錠200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0909商品名変更(前:ｿﾞﾋﾞ
ｽﾀｯﾄ錠400)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 010706収載 ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲﾀﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
990709収載

裸錠 白 無 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ錠100mg｢CH｣ ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

血行改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｸﾞﾘﾝ錠)，ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬 血行改善剤 旧品名(090925ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ
錠100mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0807発売

糖衣錠 白 無 ｾｵﾉﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0712本体ｺｰﾄﾞ追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ50ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0606ﾒﾙｸﾎｴｲのみ中止
000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 50mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

鎮痛･抗炎症剤 0006中止 9712本体，ﾋｰﾄ
変更(製造元変更)

裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾀｿﾞﾅ錠50)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾀｿﾞﾅ錠
100)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 04頃中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 0703中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠

100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
血管拡張性β 1遮断薬 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠
100mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(090925ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ

塩酸塩錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

血管拡張性β 1遮断薬 0909商品名変更(前:ｾﾚﾌﾟ
ﾄﾛｰﾙ錠200mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(0909ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩
酸塩錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠
50mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(090925ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯ
ﾄ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬
とﾋｰﾄ異なる

糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0608ﾋｰﾄ裏
記号(10mg)追加

20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売，ﾏｲﾗﾝ製薬
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬

とﾋｰﾄ異なる
糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ

ﾌｧｰﾏ･吉富薬品
精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠4mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢CH｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

旧品名(080704ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠4mg｢CH｣に変
更)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

裸錠 黄白 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠5mg「ﾀﾅﾍﾞ｣に変

裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
5mg)，ﾋｰﾄ若干変更

裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
10mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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20
裸錠 薄橙黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ

塩酸塩錠20mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠20mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
20mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

広範囲経口抗菌製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠
100mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌製剤 旧品名(090925ｵﾌﾛｷｻｼﾝ
錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｫﾙﾍﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

150mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠150mg ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ

ﾄﾞ系抗生剤
旧品名(090925ﾛｷｼｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 050708

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠
150mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

1
裸錠 白 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
長生堂製薬-田辺製薬販
売

血圧降下剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

2
裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
長生堂製薬-田辺製薬販
売

血圧降下剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞﾙﾃﾞﾘｰﾙ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

糖尿病食後過血糖改善
剤

050708収載

裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾙﾃﾞﾘｰﾙ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

糖尿病食後過血糖改善
剤 0.3mg)削除(表はまだ有

り) 050708収載
裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠

15mg｢CH｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
気道潤滑去痰剤 旧品名(100528ｱﾝﾌﾞﾛｷ

ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更) 0903ﾏｲﾗﾝ製

裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

気道潤滑去痰剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ
塩酸塩錠15mg｢CH｣)，ﾋｰ
ﾄ若干変更

裸錠 白 有 ｺﾃﾞｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢CH｣
に変更) 0802販売会社社
名変更(前:ﾒﾙｸ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0405中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0809中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ100ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢CH｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗精神病剤 070706収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0201まで) 010706
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢CH｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗精神病剤 070706収載
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

旧品名(091113ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼ
ﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟ
ﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢CH｣)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢CH｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

H2受容体拮抗剤 0905発売

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢CH｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠100mg｢CH｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

CH｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

200mg
裸錠 白 有 ｱﾆﾙｰﾒ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
解熱鎮痛剤 030704収載

裸錠 白 無 ｱﾆﾙｰﾒ錠300mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 300mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

解熱鎮痛剤 050708収載

80
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗﾌｧﾋﾟﾉﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 長生堂製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0809中止

糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

H2受容体拮抗剤 030704収載

糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

H2受容体拮抗剤 030704収載

糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢CH｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｶﾙﾐﾝ錠)，ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ変更

YMC25mg
糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬 抗めまい剤 旧品名(080620ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ

ﾙ塩酸塩錠25mg｢CH｣)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0403承継(三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
CH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
CH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

旧品名(101119ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄ
ﾝ錠25mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

101119収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠
25mg)，ﾋｰﾄ若干変更

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
CH｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾙｺﾙﾅｰﾄ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾙｺﾙﾅｰﾄ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢CH｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢CH｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾐｴﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 長生堂製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9710中止 960705収載

200mg 200
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾛｻｼﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 旧品名(090925ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻ

ｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0304製
造発売変更（新日本薬品

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ錠200mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

広範囲経口抗菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾌﾛｻｼﾝ錠
200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 有 ﾒﾄﾛﾏｲﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0408中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾎﾞｷｼﾛﾝ錠100mg ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

1009中止 050708収載

裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠5mg｢ﾁｮｰ
ｾｲ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，
田辺製薬販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠5mg「ﾁｮｰｾｲ」)

裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠10mg｢
ﾁｮｰｾｲ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，
田辺製薬販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠

5mg｢CH｣
ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，田辺製薬販売
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0712商品名変更(前:ﾚﾅﾍﾞ
ﾘｯｸ錠5)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，田辺製薬販売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0712商品名変更(前:ﾚﾅﾍﾞ
ﾘｯｸ錠10)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
裸錠 白 有 ｼﾛﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 長生堂製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
0704中止 050708収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾌﾄｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ､ｳﾗｼﾙ 100mg，
224mg

長生堂製薬-ﾔｸﾙﾄ本社 抗悪性腫瘍剤 0110中止 980710収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲﾀﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
990709収載

CHL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日医工

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0807販売元変更(前:ﾃｲｺ
ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0201ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0608ﾋｰﾄ裏
記号(10mg)追加

μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

旧品名(100528ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏ
ｲﾗﾝ製薬中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾃﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬 血行改善剤 旧品名(090925ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ

錠100mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 0612中止 0303本体ｺｰﾄﾞ･
ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ H2受容体拮抗剤 0808中止 0806製造販売
元変更(前:日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬) 0302ｺｰﾄﾞ変更
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裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0302頃
ｺｰﾄﾞ，本体形状変更

裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0908中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｾﾛﾝ錠8mg 塩酸ｲﾝｼﾞｾﾄﾛﾝ 8mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾔｸﾙﾄ本
社

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 040618
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

経口蛋白分解酵素阻害
剤

9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

徐放性不整脈治療剤 9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0302頃
ｺｰﾄﾞ，本体形状変更

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0404中止 0210ﾋｰﾄ変更
9712ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9604社名変更

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ｺﾀ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0404中止 0211ﾋｰﾄ変更
DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ｴﾑｴﾌ 徐放性非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎

鎮痛剤
旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾛｽﾃﾞﾝ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 切迫流･早産治療剤 9905中止 960705収載
BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

収載
T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

収載
IM 2 裸錠 白 無 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

IM 4 裸錠 白 有 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9706
ﾋｰﾄ変更

裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｴﾑｴﾌ 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9708変
更

LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 旧品名(0911ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸
塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 9807

変更 9709ﾋｰﾄ変更，裏一
般名記載(ｶﾀｶﾅ)

L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 9710
ﾋｰﾄ変更
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L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 97ﾋｰﾄ
変更

T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

T M 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 9807

変更 9712ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

M F 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0501中止 9807製造元，

一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
MF 301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9708本

体，ﾋｰﾄ変更
325 糖衣錠 淡黄 無 ﾗﾊﾞﾃﾗﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9807中止 9712ﾋｰﾄ変更
332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺｽﾓﾍﾞｯｸ錠 ｴﾑｴﾌ 前立腺肥大症治療剤 9808中止 9708ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg ｴﾑｴﾌ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9706ﾋｰﾄ
変更

A 25:FJ FJ A25 裸錠 白 無 ｱﾛｾﾘﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 富士製薬工業 前立腺肥大症治療剤 0710中止
FJ 02 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 0108本体

刻印(FJ02)，割線入
腟錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(04頃迄) 01商品

腟錠 白 無 ｴﾙｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌製剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 0108商品

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄澄明 ﾊﾟｰｼﾞｪﾘｰｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 富士製薬工業 EPA製剤 0012中止 980710収載

FJTF:30mg 裸錠 白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠30mg｢F｣ 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg 富士製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠F)

裸錠 白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠F 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9607商品

FJTB:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 富士製薬工業 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0609迄) 0112ﾋｰﾄ
裏商品名記載，ｺｰﾄﾞ削除
010907収載(品名変更)

FJTJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
錠0.125mg｢F｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 富士製薬工業 子宮収縮止血剤 0806商品名変更(前:ﾏﾚｲ
ﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠F)

腟錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(04頃迄) 01商品

FJ H02 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

FJ H03 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

裸錠 白 無 ﾊｲｾﾁﾝ腟錠 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗生物質(非特異的腟炎) 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 0112ﾋｰﾄ
変更

I 200:FJ 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾄﾌﾗﾎﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 富士製薬工業 骨粗鬆症治療剤 9904中止 970711収載
FJ 250 腟錠(裸錠) 白 無 ｱｽｿﾞｰﾙ腟錠250 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 1005中止 020705収載

HFT2.5 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ2.5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0303ﾋｰﾄ表2.5mg追加
9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

HFA5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0302ﾋｰﾄ表5mg追加 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
950317収載

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾗｸｰﾙ薬品販 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止 940708収載
μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾗｸｰﾙ薬品販 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止 940708収載
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EA 裸錠 白 無 ｴﾘｽﾄ･ｴｰｽ 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 三亜製薬 平滑筋鎮痙剤 9612中止 9409ﾋｰﾄSP-
>PTP変更に伴いｺｰﾄﾞ化

糖衣錠 白 無 ｸｰﾙﾚﾊﾞ錠 肝臓加水分解物 100mg 三亜製薬 肝臓障害用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで) 9410記
号変更

TRD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 三亜製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性治療剤 9612中止 9412承継
裸錠 黄又は淡黄

褐
無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠剤 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ

酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ
17.5mg，
232.5mg

三亜製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで)
9409SP->PTP変更に伴
い記号も変更

N301 81mg 裸錠 淡橙 無 ｱｽﾌｧﾈｰﾄ錠81mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 中北薬品 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(01頃迄) 001124
収載

裸錠 白 無 ｹﾞﾙｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大洋薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 0211中止 9907本体変更

裏一般名記載
TPD 173 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 9408本

体刻印
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧本体(98まで) 9801ﾋｰﾄ

変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾙｶﾞﾆﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(9510まで) 9411本

体刻印
DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0501

頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ表->裏
等) 0105ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡橙 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mg)

DLZ PTM-30 234 裸錠 白 無 ﾊﾟﾚﾄﾅﾐﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ｴﾑｴﾌ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9809本体

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾛｽﾃﾞﾝ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 切迫流･早産治療剤 9905中止 960705収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9603社

名変更 950707収載
裸錠 白 無 ﾒﾆｴﾄｰﾙ ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大洋薬品工業 平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ

変更 9407本体刻印
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲA錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ

ｳｺｴｷｽ
37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 940708収
載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｰﾀﾞｲA錠)

裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 010831中止，ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mgに切り替え 9805ﾋｰ
ﾄ変更

AZE 1mg:AZE 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9605本

載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9601

ﾋｰﾄ裏変更 94本体刻印
114 錠剤 淡橙 無 小児用ｱｽﾌｧﾈｰﾄ錠 中北薬品 解熱鎮痛剤 0010中止 990709収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
PZD-30 271:PZD-30 271 裸錠 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9410本体刻印
裸錠 白 無 ｱﾍﾟｾﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 0303中止 960705収載
裸錠 白 無 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ錠25mg｢

KOBA｣
ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 小林薬学工業 前立腺肥大症治療剤 中止 980710収載
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EPX-10 158 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9411本
体刻印

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

1012中止

t 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0910中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 大洋薬品工業 消化器機能異常改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9606本

体，剤型変更 96ﾋｰﾄ変更
BHX 裸錠 白 無 ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9408本

体刻印 9404ｴﾑｴﾌ製剤
から承継

LTL 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9603社
名変更 9407本体刻印

AZL 裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9408本
体刻印 920206商品名変
更

裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:水溶性ｱｽﾞﾚﾝ
錠｢ﾀｲﾖｰ｣)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 0912中止 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0208

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803本体変更 9207収載

裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄) 0403
販売（前：ﾌﾟﾚﾛﾝ錠）

t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗めまい剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0110ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9804本体，剤型変
更 7804収載

t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧品名(090925ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

裸錠 黄 有 ｽﾘﾀﾞﾆｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 02頃中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 無 ﾒﾆｴﾄｰﾙ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大洋薬品工業 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆｴﾄｰﾙ)
0101ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9712本体，ﾋｰﾄ変更
7609収載

t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(080620ﾎﾓｸﾛﾙｼｸ
ﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣に変更)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 鎮痛・抗炎症剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ)
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9703本体，ﾋｰﾄ変更
7804収載

t 138 裸錠 白 有 ﾃﾞﾆｽﾊﾟﾝ錠 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 重症筋無力症・排尿障害
治療剤

旧品名(080620ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ
臭化物錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 9812本体変更 9802ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 8406収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾙﾋﾞﾙ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0407ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏他) 990709収載，
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 940708
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 9905中止 9708本体，ﾋｰﾄ
変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 0801ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧品名(080620ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業･田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収載
(商品名変更に伴い，前:
ﾑｺﾄﾛﾝ錠)

t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(090324ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠
200mg「ﾀｲﾖｰ｣に変更)
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠)

t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧品名(0806ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐
放錠150mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変

裸錠 白 無 ｹﾞﾙｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大洋薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 0211中止 9907本体変更

裏一般名記載
t 269 裸錠 白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 旧品名(0909ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢

酸ｴｽﾃﾙ錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0209頃迄) 0002

990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

裸錠 緑 無 ﾊﾟﾝﾃﾘﾝ錠 大洋薬品工業 胃･十二指腸潰瘍，胃炎
治療剤

0303中止 98本体ｺｰﾄﾞ化
970711収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/褐 ｱｴﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･高脂質血
症改善剤

0807中止

裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学
研究所，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg「ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0406ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS錠 大洋薬品工業-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ､吉富薬品

前立腺肥大症治療剤 0203中止 980710収載

t 299 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS配合錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｻﾒｯﾄS錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｺｻｴｰﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0012中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ
ｾﾞ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として)

大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(100528ｸﾚﾏｽﾁﾝ
錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大洋薬品工業 気管支喘息･脳血管障害
改善剤

9905中止 980710収載

裸錠 黄 有 ｱﾑﾎﾀｲｼﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 大洋薬品工業 抗真菌性抗生物質製剤 9909中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更
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徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

TI50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒﾘｱｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬-富士ｶﾌﾟｾﾙ 不整脈治療剤 9901中止 940708収載

TI100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒﾘｱｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬-富士ｶﾌﾟｾﾙ 不整脈治療剤 99中止 940708収載
TI 101:TNL TI101 裸錠 白 有 ﾄﾆｰﾙ錠10μ ｇ 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ ｇ 原沢製薬工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
持続性気管支拡張剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾆｰﾙ錠)
TI102 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
淡黄白 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄)，承継に

伴い(ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽへ) 0104
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載

TI103 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

淡紅 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄)，承継に
伴い(ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽへ) 0104
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾒﾀﾗｲﾄ250ｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾄﾘｴﾝﾁﾝ 250mg ﾂﾑﾗ ｳｨﾙｿﾝ病(D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝに
不耐性である場合)治療

940826収載

NR10：NR10 裸錠 白 無 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠10 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選
択性阻害剤

0409中止 931126収載 割
線に見える模様あり

NR5 裸錠 白 有 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選
択性阻害剤

0409中止

NR2.5 裸錠 白 無 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠2.5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選
択性阻害剤

0409中止 0207ﾋｰﾄ変更
931126収載

TC138 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾘﾀﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 9503中止 9306変更
TC 140 TC140 90mg:TC140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9702ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC 151 TC151 75mg:TC151 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 9608中止 940826収載
TC 271:10 TC271 10mg:TC271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9703ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC 272:20 TC272 20mg:TC272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 97ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC440 TC440 50mg:TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 95ﾋｰﾄ裏変

更 950317収載
TC441 TC441 100mg:TC441 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9509ﾋｰﾄ

裏変更 950317収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ｻﾝﾌﾗｰﾙS ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0407ﾋｰﾄ変更

0310社名変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/無透

明
ﾌﾟﾛｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9702中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄 ﾄｷｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 旭化成 代謝性強心剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾁﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 旭化成工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9301中止 900713収載
KB-S1 KB-S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 0008ﾋｰﾄ

KB-S2 KB-S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤 削除 9612ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
RY RY 7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-日医工 睡眠障害改善剤 1009販売元変更(前:ｻﾉﾌｨ

ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ)
RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ

ﾄﾞ
睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
RY RY 10：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒

状)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 睡眠障害改善剤 旧ﾋｰﾄ(0504迄)，ｱﾓﾊﾞﾝ錠

7.5(ｺｰﾄﾞが同じRY)との識
別性向上

RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

RY-11.A.50 RY-11.A.50：50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾅﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0508中止 0212ﾋｰﾄ表ｺｰ
ﾄﾞ追加

RY-21.A.100 RY-21.A.100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
100mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0302ﾋｰﾄ変更

Slo-bid 100mg UPJOHN Slo-bid 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売
社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
Slo-bid 100mg Slo-bid 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100)
RY-11.B.150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透

明
ﾒﾅﾐﾝSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ･中外製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤

削除) 97ﾋｰﾄ変更
(MenSR150削除)

HC180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg 北陸製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9610ﾋｰﾄ
裏変更

HC186 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9804ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HC187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9703ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RY-21.A.200 RY-21.A.200 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
200mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

Slo-bid 200mg UPJOHN Slo-bid 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売
社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
Slo-bid 200mg Slo-bid 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾙｷﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 尿路感染症用抗菌剤 0602中止 00ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 980710収
硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｱﾝﾄﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 長生堂製薬 胃潰瘍治療剤 0809中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｸﾚｽｴﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

EPA製剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹｲｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 長生堂製薬 気管支喘息改善剤 0005頃中止 980710収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ100ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ50ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0606ﾒﾙｸﾎｴｲのみ中止
000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(090925ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ

塩酸塩錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(0909ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩
酸塩錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
裸錠 白 有 ﾗｲｾﾙﾃｯｸ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0909ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠

30mg｢CH｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾙﾒﾝﾀｰﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 長生堂製薬 鎮痛･消炎･解熱剤 98中止
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裸錠 微紅 有 ﾛｷﾌﾗﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症解熱剤 旧品名(080620ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 04頃中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 0703中止
裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0602迄) 0510

製造販売元変更(前:大正
製薬) 0011ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

100 100mg∧ 裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0602ｺｰﾄﾞ変更
裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠200 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 200mg 大正製薬 不整脈治療剤 9503中止 920828収載
糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟ錠 塩酸ﾚﾌｪﾀﾐﾝ 25mg 参天製薬 筋肉痛治療剤 9511中止 9302変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝｼｸﾗﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 参天製薬 脳･末梢血流改善剤 9602中止 9301ｺｰﾄﾞ化

ﾁｵﾗ 100 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧ﾋｰﾄ(0310迄) 9809本体
変更

糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧本体(9809まで) 9704
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠50 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 50mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

9805中止 9301変更

糖衣錠 白 無 ﾄﾘｿﾗﾚﾝ錠 ﾄﾘｵｷｼｻﾚﾝ 5mg 参天製薬 尋常性白班治療剤 9608中止 9307色変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢ｻﾝﾃﾝ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 参天製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9605中止 9310変更
裸錠 橙黄 無 ﾒﾛﾆｰﾙ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 参天製薬 血管強化･止血剤 9507中止 9303変更

糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 9209変
更

ﾘﾏﾁﾙ 100 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ
ﾏﾁﾙ） 9703本体変更，ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 920529
収載

ﾘﾏﾁﾙ 50 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠50mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ
ﾏﾁﾙ50） 9710本体変更，
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾒﾄﾚｰﾄ：2 mg 裸錠（長円形） 淡黄 有 ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤
040709収載

O.S AB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾌﾛﾊﾞﾛﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 筋緊張性疾患治療剤 9809中止 920710収載
O.S DN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｲﾘﾄﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消化管運動改善剤 9910中止 960705収載
O.S EL O.S-EL 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾀｸﾚｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高脂血症治療剤 1005中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾀｸﾚｰﾄ錠)

O.S OT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｵｰﾒｯﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 経口蛋白分解酵素阻害 9810中止 960705収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ｼﾞｭﾗﾌｨﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 気管支拡張剤 9603中止 920710収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｿﾘｱﾙﾑ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9710中止 960705収載
O.S DR 裸錠 白～微黄白 無 ﾀﾞｲﾗｯｸｽ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経調整剤 9804中止 940708収載
O.S TK O.S-TK 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘｷﾉｼﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 消化管運動調律剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
O.S-HT10 10mg:10 10mg 糖衣錠 橙 無 ﾊｰﾄｼﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 代謝性強心剤 0711中止

O.S P O.S-P 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｺｽﾛﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 緩下剤 0907中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.S BH O.S-BH 裸錠 白 無 ﾋﾞﾍﾙｽ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0907中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.S BR O.S-BR 15.0mg:15.0mg 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛｰﾐｨ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 気道潤滑去痰剤 0904中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.S MZ O.S-MZ 3mg：3mg 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠)

O.S A0.5 O.S-A0.5 0.5mg:0.5 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.S A1.0 O.S-A1.0 1.0mg:1.0 1.0mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠1.0 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.S E2 裸錠 白～微黄 有 ｴｽｵｰﾐﾝ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9901中止 960705収載

O.S E3 裸錠 白～微黄 有 ｴｽｵｰﾐﾝ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9812中止 960705収載

TF 04 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝﾌﾞﾚﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載

耳:TMG-25mg
糖衣錠 白 無 ﾁｱﾐﾉｹﾞﾝ(糖衣錠)25mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経賦活剤 9504中止 9409ﾋｰﾄ表裏

をｺｰﾄﾞ化
O.S M25 O.S-M25 25mg:25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

耳:TMG-50mg
糖衣錠 白 無 ﾁｱﾐﾉｹﾞﾝ(糖衣錠)50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経賦活剤 9504中止 9409ﾋｰﾄ表裏

をｺｰﾄﾞ化
O.S M50 O.S-M50 50mg:50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄ表
面には月→日の表示有り

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾘﾄﾞｾﾗﾝ錠 中外製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB剤 0509より大洋薬品工業販
売へ 旧ﾃﾞｰﾀ，ｺｰﾄﾞ

C-31A 10 C-31A･10 10:10 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

C-31A 20 C-31A･20 20:20 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

C-24A C-24A 糖衣錠 白 無 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ 5mg 中外製薬 抗甲状腺剤 0612商品名変更(前:ﾒﾙｶ
ｿﾞｰﾙ錠) 0301ﾋｰﾄ表ｺｰﾄﾞ
追加 0110製造元変更
(前:ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ)

C-31A 30 C-31A･30 30:30 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

C-31C C-31C 500:500 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞｾﾗﾝ錠500μ g 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg(ﾋﾄﾞﾛｷ
ｿｺﾊﾞﾗﾐﾝとし
て)

中外製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0903中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞｾﾗ
ﾝ錠)

MPI405 裸錠 白 有 ﾀｽｵﾐﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 三井製薬工業 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0010頃迄)
900713収載

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾐｹﾄﾘﾝ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 三井製薬工業 抗うつ剤 0012中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(MPIMK25)削除，商品名
記載
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MPI MK50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾐｹﾄﾘﾝ錠50 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 50mg 三井製薬工業 抗うつ剤 8807中止
100 耳:FH100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 FH錠｢三井｣100 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 100mg 三井製薬工業 抗悪性腫瘍剤 9910中止
200 耳:FH200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 FH錠｢三井｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 三井製薬工業 抗悪性腫瘍剤 9910中止

糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰﾙ錠 臭化ｴﾁﾙﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 10mg 日本新薬 鎮痙剤 0703頃中止
糖衣錠 淡紅 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9707ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｽﾊﾟﾈｰﾄ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日本新薬 胆･膵･尿路痙縮緩解剤 0606中止 0208ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載 9809ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削
除，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠)
0502剤形変更(旧：糖衣
錠)，本体色変更

糖衣錠 帯黄白 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠(2mg) ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 2mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

糖衣錠 赤橙 無 ｱﾐﾋﾟﾛ-N錠 日本新薬 鎮痛解熱剤 0104中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

裸錠 白 無 ﾗﾙｷﾞﾝ錠 ﾌｪﾆﾙｱｾﾁﾙｸﾞﾘｼﾝｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾄﾞ

150mg 日本新薬 鎮痛剤 9512中止

糖衣錠 緑 無 ﾏﾛｹﾞﾝ錠135mg ｱｶﾒｶﾞｼﾜｴｷｽ 135mg 日本新薬 胃腸機能調整剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾛｹﾞﾝ錠)

糖衣錠(楕円
形)

淡黄 無 ｲﾘｺﾛﾝM配合錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ､ｱｶﾒｶﾞ
ｼﾜｴｷｽ

1.5mg，70mg 日本新薬 ｽﾄﾚｽ胃腸病治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾘｺﾛﾝM錠)

糖衣錠 淡黄 無 ﾌｪﾙﾋﾞﾃﾝ錠12.5mg ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 日本新薬 唾液分泌促進，肝･胆疾
患利胆剤

0911中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｪﾙ
ﾋﾞﾃﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠SG 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ

糖衣錠 白 無 ｱﾝﾀﾞﾉｰﾙ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 日本新薬 血圧降下剤 0006中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾌｪﾀﾞﾉｰﾙ 12.5mg 日本新薬 中枢性鎮咳剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏
商品名記載 9704ﾋｰﾄｺｰ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日本新薬 脳循環改善剤 9904中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｻﾝﾄﾆﾝ錠(日本新薬) ｻﾝﾄﾆﾝ 20mg 日本新薬 回虫駆除薬 0307中止 9803ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1105ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

Pfizer:CDT 255 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠1番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

Pfizer:CDT 251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠2番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

Pfizer:CDT 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（六角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠3番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

Pfizer:CDT 051 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠4番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PT N06:10
mg OD

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

PT N03 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

PT N04:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

PT N05:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

Pfizer:VGR25
25

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠25mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 25mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 1108ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

Pfizer:VGR50
50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 50mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 1102ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

pfizer PGN 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 150mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

pfizer PGN 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

pfizer PGN 75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤褐/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 75mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

PT 641 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ
ﾙとして)

ﾃｲｶ製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 広域駆虫剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(佐藤製薬へ) 03頃
ﾋｰﾄ変更

PT F29 裸錠 白 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9712ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠25万単

位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)

060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B溶性錠)

PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(92まで)
PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9110中止
PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9102変更

PT N01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N01追加
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9508

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9203変更

5:PT N02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N02追加
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1105迄)
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PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠)

PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和性心安
定剤

9805中止 9511PTP包装
のみ中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載

C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9111変更

PT F20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PT F29 裸錠 白 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
Pfizer:RVT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾁｵ錠20mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 20mg(ｼﾙﾃﾞﾅ

ﾌｨﾙとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ5阻害薬 080418収載

PT F21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載
PT F36 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 95ﾋｰﾄ

裏商品名記載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9702ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304

大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304
大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 消炎鎮痛剤 0707中止 98製造元変更
9804ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 9508ﾋｰﾄ裏商
品名記載 9204変更

PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄白 ｼﾞｽﾛﾏｯｸｶﾌﾟｾﾙ小児用
100mg

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 100mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

0304社名変更（統合に伴
い） 000531収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 9805中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9102変

Pfizer:ZTM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 250mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

0304社名変更（統合に伴
い） 000531収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0:PT 324 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺｰﾄﾘﾙ錠)

PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾅｼﾝ錠)
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PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9105変更

PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴
い）

2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0607中止 0304社名変更
（統合に伴い）

PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9508
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PT 542 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9510
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾗｯｸｽ-
P(50mg)) 0304社名変更
（統合に伴い）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0701ﾋｰﾄ裏記

0301販売
RA50 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 060701
販売元変更(前:ﾊﾞｲｴﾙ薬
品)，ﾋｰﾄ変更 杏林製薬
のものとﾋｰﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0610ﾋｰﾄ裏記

0301販売
RA75 75:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ｺｰﾄﾞ(0808迄) 060701
販売元変更(前:ﾊﾞｲｴﾙ薬
品)，ﾋｰﾄ変更 杏林製薬
のものとﾋｰﾄ異なる

ﾄﾛｰﾁ剤 白～微黄白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞﾄﾛｰﾁ10mg ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 口腔ｶﾝｼﾞﾀﾞ症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞﾄﾛｰﾁ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠 ｽﾙﾁｱﾑ 200mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 旧ﾃﾞｰﾀ，0110承継(共和
薬品工業へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.1mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.3mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.3mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0108中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠 ｽﾙﾁｱﾑ 50mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 旧ﾃﾞｰﾀ，0110承継(共和
薬品工業へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）  900420収

5mg:AstraZeneca
ZNC220-N5

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

LEVITRA 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠5mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

5mg（ﾊﾞﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

帯赤灰 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載，記号(AO10)削除

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0201ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），記号(BY
A10)削除等

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘｸﾚｲﾝ錠10単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10単位 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 循環系作用酵素製剤 0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ） 010907収載
(規格表示変更)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
N10)削除 920529収載

10mg:AstraZeneca
ZNC220-N10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

LEVITRA 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠10mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

10mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして）

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.15mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0512錠剤小型化 0108本
体色変更(前:微赤)，ﾋｰﾄ
変更，裏記号(AO20)削除

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
A20)削除等

LEVITRA 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠20mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

20mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 070524承認

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤褐 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠40mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0906錠剤小型化 0108ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載，
記号(AO40)削除

裸錠 白～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 931126収載

裸錠 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 食後過血糖改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧剤型
(0805迄) 0107ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更 裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾈｸｻﾊﾞｰﾙ錠200mg ﾄｼﾙ酸ｿﾗﾌｪﾆﾌﾞ 200mg(ｿﾗﾌｪ
ﾆﾌﾞとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗悪性腫瘍剤/ｷﾅｰｾﾞ阻
害剤

080418収載

裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙ ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 50mg， 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止
裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙL ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰ

ﾙ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ
50mg，
50mg，50mg

吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止

1C:75μ ｇ 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.075mg->75
μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75)

P6:0.125mg 裸錠 白 無 ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠0.125mg 塩酸ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ水和
物

0.125mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
治療剤，ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症
候群治療剤

031212収載

1P:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050927三共は販売終了
0204ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0303迄) 9711ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)
9706ﾋｰﾄ変更

1B：5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更
2P:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050927三共は販売終了

0204ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで)
05E:5mg 裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 0812商品名変更(前:ｴﾎ

ﾁｰﾙ錠)
裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄)
錠剤 淡黄 無 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠5ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤

元変更に伴い(前:第一三
共)

裸錠 白 有 ﾗｷｿﾅﾘﾝ錠 酢酸ﾋﾞｿｷｻﾁﾝ 60mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 緩下剤 9410中止 8908本体変更
裸錠 白 有 ｱﾛﾃｯｸ錠 硫酸ｵﾙｼﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 喘息治療･気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで)
錠剤 淡黄 有 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤

元変更に伴い(前:第一三
共)

裸錠 黄 有 ﾊﾞｽｸﾗｰﾄ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 血管拡張剤 9612中止
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)

9706ﾋｰﾄ変更
12C:10mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更
13C:0.25mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 020705収載
13A：0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠)
裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9806ﾋｰﾄ

変更
15C：150μ g 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠150μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.150mg->150

μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠)
0305ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 0009製造
元変更 9701社名変更

15M:15mg 裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｻｰﾙ錠)

錠剤 白～微黄 無 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

錠剤 白～微黄 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9708ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄)
裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 960614収

載
103:0.4mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 50mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

091113収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 日本新薬 前立腺癌治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

KB-S1 KB-S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 0008ﾋｰﾄ

KB-S2 KB-S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤 削除 9612ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠150mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質

製剤
0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質
製剤

0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

SQUIBB 430
100mg

裸錠 黄 有 ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝ内服錠100mg ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗真菌
性抗生物質製剤

0707中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｧﾝ
ｷﾞｿﾞﾝ内服錠) 0211ﾋｰﾄ表
SQUIBB， 100mg追加，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐
帯)

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-R ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)，第一
三共と同じになった 第一
三共のものとﾋｰﾄ異なる

SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ・ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)第一三
共と同じﾋｰﾄへ変更 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ・ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)第一三
共と同じﾋｰﾄへ変更 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｸﾀﾞｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 本草製薬 広範囲抗菌剤 04頃中止 980212承認
丸剤 黒褐 無 ｳﾁﾀﾞの八味丸M ｳﾁﾀﾞ和漢薬 漢方製剤
裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

Th 111 Th111 LTC:LTC 裸錠 白 有 ﾗｲﾄｺｰﾙ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 睡眠導入剤 9808中止 9306本体ｺｰﾄﾞ
化 920710収載

Th 131 Th131 CRC100:CRC100 裸錠 薄紅 有 ｶﾙｺｰﾊﾟ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 94ﾋｰﾄ
変更 920710収載

Th 151 Th151 ZPT25:ZPT25 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
920710収載

Th 152 Th152 ZPT50:ZPT50 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 920710収載
Th 161 Th161 TP:TP 裸錠 白 有 ﾄﾘﾌｪｼﾞﾉﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで)
Th 174 Th174 SR50T:SR50T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神情動安定剤，胃･十

二指腸潰瘍治療剤
9808中止

Th 175 Th175 SR100:SR100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
Th 176 Th176 SR200:SR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
Th 180 Th180 CLP50 50:CLP50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 920710

収載
Th 223 Th223 HGT:HGT 裸錠 白 無 ﾊｲﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
9808中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢BMT｣ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
Th 261 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢BMT｣5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 高血圧･不整脈用剤 92中止
Th 274 Th274 GS:GS 裸錠 白 無 ｶﾞﾄﾞｾﾘﾝ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
Th335 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｢S｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢性神経障害治療剤 92中止
Th 352 Th352 ST:ST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾁﾀｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 酵素性消炎剤 9808中止
Th368 Th368 CY:CY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙 ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ｢BM｣ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 細胞呼吸賦活剤 9808中止 951201商品名

変更(前:ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ
｢BMT｣)

Th 421:50 Th421 ALT:ALT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾛﾃﾉ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 心臓選択性β 遮断剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
9303本体追加

Th 460 Th460 TMF 裸錠 白 無 ﾀﾓﾌｪﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗乳癌剤 9806中止 94ﾋｰﾄ変更
Th 511 Th511 SAR:SAR 裸錠 白 有 ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 9808中止 920710収載

糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ錠250mg｢
BMT｣

ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止

Th 611 Th611 MLB:MLB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾏﾚﾌﾞﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化管運動調律剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
920710収載

裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血糖降下剤 92中止
Th 870 Th870 KLS:KLS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘﾚﾁﾝS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで)
Th871 Th871 KLS-P:KLS-P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/灰白 ｶﾘﾚﾁﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢血管拡張剤 9808中止
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Th 6292:500 裸錠(長円形) 灰褐 有 ｳﾛｰﾏﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 合成抗菌剤 91中止
070 KW070:KW070 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0610迄)

>KW等)
KW 830:3 KW830 3:KW830 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0709大日本住友中止

0511大日本住友製薬も
同じﾋｰﾄへ 0505頃本体刻
印若干大きく

KW 831:6 KW831 6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0709大日本住友中止
0601大日本住友製薬も
同じﾋｰﾄに 0504頃本体刻
印若干大きく

KW 009 KW009 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｱﾎﾟｽﾄﾛﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 共和薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
KW 011:25 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 共和薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0703中止 990709収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ錠25mg 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 共和薬品工業 抗うつ剤 990709収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 013 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ錠50mg 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 抗うつ剤 990709収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 020 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾛｽﾊﾟﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 共和薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 0703中止 0504本体ｺｰﾄﾞ

追加 900713収載
KW 027 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ錠500mg ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝｺﾁﾙ) 0208
承継（日本ﾛｼｭより）

20 KW029 KW029 20:KW029 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤
>KW) 000707再収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

40 KW030 KW030 40:KW030 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤
>KW) 000707再収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW:076 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｾﾞﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0703中止 960705収載
KW 080 KW080:KW080 5mg 裸錠 淡黄赤 有 ｴﾅﾗｰﾄ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 共和薬品工業 持続性ACE阻害剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 081 裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾄﾋﾟｸﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 980710収載
KW 087:1 裸錠 白 有 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 共和薬品工業 睡眠剤 010706収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾊﾟﾛｰｽｶﾌﾟｾﾙ300mg ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 共和薬品工業 EPA製剤 980710収載

KW 091:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾁｾﾀﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 共和薬品工業 精神安定剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 092:1 KW092 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾁｾﾀﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 共和薬品工業 精神安定剤 920710収載
KW 097 裸錠 白 有 ｱｷﾘﾃﾞﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW121 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｮﾜｶﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 共和薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 03～04頃中止 900713収

載
KW 152 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｺﾛﾅﾌｨﾘﾝL錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 共和薬品工業 持続性脳微小循環改善

剤
9909中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW 170 KW170:170 裸錠 白 有 ｷｮﾜｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 共和薬品工業 経口血糖降下剤 0703中止 920710収載
KW 175 KW175:KW175 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘﾚﾁﾝS錠25単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 共和薬品工業 循環障害改善剤

175->KW175) 051216収
載(商品名変更に伴い，
前:ｶﾘﾚﾁﾝS錠) 010907収
載(規格表示変更)

KW 177 KW177:KW177 裸錠 薄紅 有 ｶﾙｺｰﾊﾟ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

共和薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙｺｰﾊﾟ錠
100mg)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄白 ｶﾙﾏﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9608中止 900713収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｶﾙﾏﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9608中止 900713収載
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KW 237 KW237 1:KW237 1 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾆﾙ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0105本体割線追加
980710収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW 238 KW238 3:KW238 3 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾆﾙ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 980710収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW 251 KW251:251 1mg 裸錠 淡橙 有 ｽﾄﾛｰｹﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 共和薬品工業 α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ 0007中止 900713収載
252 KW252 7.5:KW252 7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾛｰﾊｲﾑ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
253 KW253 10:KW253 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾛｰﾊｲﾑ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 262 KW262:KW262 裸錠 白 有 ｿﾛﾑｺ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 共和薬品工業 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｿﾛﾑｺ錠) 0202

KW 262 KW262:KW262 裸錠 白 有 ｿﾛﾑｺ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 共和薬品工業 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾛﾑｺ錠) 0202

KW326 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｰﾛｲｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 共和薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9310中止 900713収載
KW 331 KW331:KW331 裸錠 白 有 ﾄﾘﾌｪｼﾞﾉﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 共和薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0612商品名変更(前:ﾄﾘﾌｪ

ｼﾞﾉﾝ錠)，ﾋｰﾄ裏記号変更

KW350 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9010中止
KW362 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅｯｸﾚｽLｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0703中止 000707収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW:385 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 0105ﾋｰﾄ裏商品名記載

920710収載
KW:386 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 920710収載
KW 389 KW389:KW389 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾙﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 共和薬品工業 胃炎・胃潰瘍治療剤 980710収載
KW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
KW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
501 KW501:KW501 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 旧品名(050610迄)，品名

変更に伴い(新：ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ
錠25mg)

KW 513 KW513 裸錠 白 無 ﾋｽﾀﾌﾞﾛｯｸ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 共和薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾀﾌﾞﾛｯｸ錠)

KW 523 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾙｰﾘﾝ配合錠 共和薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾙｰﾘﾝ錠) 日
本化薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 微黄 無 ﾋﾎﾟｽﾀｯﾄ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 共和薬品工業 前立腺肥大･前立腺癌治
療剤

9205中止 900713収載

560 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛｯｸﾋﾞｰ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 共和薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0711中止 900713収載
KW 561 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾝｸﾚｰﾙ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 共和薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載
960705収載

KW 565 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW 566 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 020705収載
KW 570 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0007中止 共和薬品のﾊﾟ

ﾄﾞﾗｾﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW 570 KW570 50:KW570 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 旧品名(050610迄)，品名
変更に伴い(新：ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ
錠50mg) 共和薬品のｸﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW 595 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌｪﾆﾚﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

共和薬品工業 鉄欠乏性貧血治療剤 940708収載

KW 639 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾞｺﾛﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 共和薬品工業 消化管運動調律剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞｺﾛﾝ錠)
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KW 669 KW669 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業 統合失調症治療剤 920710収載
KW 828 裸錠 薄紅 有 ﾛｷﾍﾟｲﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 共和薬品工業 鎮痛･抗炎症･解熱剤 980710収載
KW 829:1 KW829 1:KW829 1 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 共和薬品のﾛﾍﾟｰﾙ錠

1mg(ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW 871 裸錠 白 有 ﾛﾝﾌﾙﾏﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 980710収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲｽﾛｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 全薬工業 解熱鎮痛消炎剤 9410中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾅﾊﾟｼﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 全薬工業 脳循環代謝改善剤 98中止 900713収載

N SS05 裸錠 白 有 ｼﾐﾅﾝS ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日清製薬 降圧剤 9305中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾁｰﾑ5 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

裸錠 白 有 ﾏｰﾚｽ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･頻脈治療剤 0505中止 0301ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ﾏｽﾌﾟﾚｽ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 低血圧症治療剤 9903中止 9604社名変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞﾁﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9902中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710
裸錠 白 無 ﾒﾙﾍﾞｽﾁﾝ ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 めまい･平衡障害治療剤 9902中止 9604社名変更
裸錠 白 有 ｱｰﾚﾙ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9909中止 9604社名変更
糖衣錠 黄 無 ｶﾞﾙﾀF10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 9909中止 9710ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾁｰﾑ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9604社
名変更

糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺｰﾄ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日清製薬 鎮痙剤 9508中止
糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ｺﾀ

ﾆ｣
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0210迄） 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｾﾉｰﾙ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 97中止 9604社名変更
裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9908中止 9604社名変更

裸錠 黄 有 ｼﾝﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 日清製薬 高脂質血症改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9508中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾎﾟﾄﾛ20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日清製薬 肝機能改善剤 9601中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾙｷﾞｰ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 鎮痛･抗炎症剤 9902中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 0010中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

裸錠 白 有 ｺﾅｰｾﾞ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

糖衣錠 青緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日清製薬 不整脈治療剤 9501中止
糖衣錠 黄 無 ｱｽﾛｽC 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 日清製薬 気道粘液疾患治療剤 8912中止
裸錠 白 無 ﾊﾞｽﾌﾟﾚﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳血流障害改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 NEｺﾀﾆ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 末梢循環･脂質代謝改善
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0308迄) 9710ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604社名変更
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糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0107中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻｸﾗｰﾄ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 日清製薬 脳･末梢血流改善剤 9601中止
NR100 NISSHIN 裸錠 白 有 ﾅﾛｽﾁﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬・三和化

学研究所
抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ（0303
迄） 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9604社名変更

糖衣錠 黄赤 無 ﾗﾝﾀｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 微小循環改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

糖衣錠 白 無 ﾒﾃｸﾘﾝ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日清製薬 子宮収縮止血剤 9507中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製

薬
H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

250mcg
糖衣錠 白～黄み白 無 ﾌﾚｽﾐﾝS糖衣錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 清水製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0203中止

500mcg
糖衣錠 白～黄み白 無 ﾌﾚｽﾐﾝS糖衣錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 清水製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0211中止

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

KW630:KW630 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾐｵﾘﾗｰｸ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 筋緊張･循環改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0610迄)
0103ﾋｰﾄ裏商品名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（02頃まで） 9712
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

裸錠 白 無 ﾀｲｼﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

TYK33 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TYK34 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TYK35 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TYK54 6mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1101ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
0603ﾋｰﾄ若干変更(商品
名変更に伴い)

TYK55 12mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
0012本体ｺｰﾄﾞ追加

TYK65:TYK65 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
旭化成ﾌｧｰﾏ

鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠)，
ﾋｰﾄ表TYK65追加等
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TYK94 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0707中止 0101本体刻印
90mg:TYK95 90mg 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠

90mg(TYK)
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0707中止 0012本体ｺｰﾄﾞ

追加
50mg:TYK128 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
100mg:TYK129 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
200mg:TYK130 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
TYK134 裸錠 白～微黄 無 ｻｷｵｼﾞｰﾙ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
前立腺肥大症・癌治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
TYK140:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 1001販売元変更(前:興

和，興和創薬)
TYK141 400mg:TYK141
400

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 0905発売

TYK144 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾌｪﾛﾐｯｸ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 止瀉剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛﾐｯｸ錠)

TYK154:TYK154 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｽﾀﾞｲﾝ錠)

TYK155 裸錠 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9906中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK158 裸錠 白 無 ｴﾏﾙｯｸ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日医工 乳癌治療剤 0805製造販売元変更(前:
大正薬品工業)

0.5:TYK161 0.5mg 裸錠 白 有 ｺﾙﾄｯｸ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
1:TYK162 1mg 裸錠 橙 有 ｺﾙﾄｯｸ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
TYK171 25μ g:TYK171 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
TYK172 50μ g:TYK172 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
TYK179 裸錠 白 有 ｽﾄﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾄﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠)
TYK182 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 940708収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

TYK183 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

TYK196：TYK196 3 裸錠 白 有 ｼｰｸﾅﾛﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｸﾅﾛﾝ錠)

TYK197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾈﾃﾞﾘﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大正薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710収

TYK198:TYK198 15 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾚｰﾄ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｿﾚｰﾄ錠)

TYK199 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

β 遮断剤

TYK200 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

β 遮断剤

TYK201 0.5:TYK201
0.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日医工

精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載

TYK202 1:TYK202 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日医工

精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載

TYK205:TYK205 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動調律剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠)

TYK207:TYK207 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾀﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大正薬品工業 高脂血症治療剤 0707中止
TYK211:TYK211 40 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大正薬品工業・三和化学

研究所
経口血糖降下剤 0711三和化学中止 0710

大正薬品工業中止
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠)

TYK214:TYK214 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｪﾚﾀﾞｲﾑ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾚﾀﾞｲﾑ錠)
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TYK215 裸錠 白 無 ｸﾛｺﾃﾞﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1001日本化薬中止
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛｺﾃﾞﾐﾝ錠)

TYK216 5 裸錠 白 有 ｳﾌﾞﾃｯｸ錠5mg 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 0712商品名変更(前:ｳﾌﾞ
ﾃｯｸ錠)

TYK219 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤/本態性振戦治療

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10)

TYK223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾒｯｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 切迫流･早産治療剤 0909商品名変更(前:ｳﾃ
ﾒｯｸ錠)

TYK224 裸錠 白 有 ﾂｲﾝﾅｰｾﾞ内服錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大正薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 940708収載

TYK225 200 裸錠 白 無 ｻﾙﾎﾞﾅｰﾄ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0707中止
TYK226 50 裸錠 微黄白 無 ﾄﾙﾊﾞﾅｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 自律神経調整剤
TYK229 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞｺﾌ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
TYK230 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾁｯｸ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
大正薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤

(H2ﾌﾞﾛｯｶｰ)
9501中止 940708収載

TYK234 100:TYK234 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｽｰﾑ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大正薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 00中止 98ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

TYK239 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止
TYK240 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止

裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 990709収

TYK241:TYK241 5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業 狭心症治療剤 0707中止 02ﾋｰﾄ変更
TYK241 SIB5:5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更

02ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
徐放性不整脈治療剤 9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705
TYK242 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ

ﾗﾐﾄﾞとして)
大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 徐放性不整脈治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
経口蛋白分解酵素阻害
剤

9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

TYK243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口蛋白分解酵素阻害
5mg:TYK245 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動改善剤 091113収載
TYK246 裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日本化薬
前立腺肥大症治療剤 0602ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表->裏

960705収載
TYK249 2 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠2)

TYK250 3 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠3)

TYK252:TYK252 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 脳循環･代謝改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
大正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-大正富山
医薬品

脳循環･代謝改善剤 0708ﾋｰﾄ若干変更
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰﾄ異な

TYK252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-大正富山

医薬品
骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 興和ﾃﾊﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

TYK259：200 TYK259 裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠) 大
正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる
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TYK260 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠)
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK261 2:TYK261 2mg 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛｲﾙ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK265:TYK265 1mg 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 筋緊張緩和剤 970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK266 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾚﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0909商品名変更(前:ｾﾙﾏ
ﾚﾝ錠)

TYK271 12.5:TYK271
12.5mg

裸錠 白 有 ｺｰｶﾌﾟﾄ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大正薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0707中止

TYK276:TYK276 0．25 裸錠 白 有 ｿﾚﾝﾄﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾏｲﾗﾝ製薬

睡眠導入剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

TYK277 25 裸錠 白 有 ｳｴﾝﾌﾞﾘｰ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大正薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0707中止 990709収載
TYK295 裸錠 白 有 ｵﾌﾋﾞｯﾄ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載

TYK311 HOR50:50mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

TYK311 50:TYK311 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
TYK312 HOR100:100mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

TYK312 100:TYK312 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
TYK316:TYK316 5 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾏﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0707中止
TYK319:TYK319 10mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
H2受容体拮抗剤 030704収載

TYK320:TYK320 20mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 030704収載

TYK321:TYK321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘｻﾞｰﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
TYK324 200 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK325 400 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK332 200:TYK332
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟｲﾍﾟﾗｯｸ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

TYK333 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠10mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
TYK337 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

TYK｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

TYK352:TYK352 5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

TYK353:TYK353 10 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

TYK376 10：TYK376
10mg

裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

TYK377 20：TYK377
20mg

裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

TYK393:TYK393 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
TYK394:TYK394 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
TYK404:TYK404 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5mg｢

TYK｣
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，

気管支喘息治療剤
090515収載

TYK411 200：TYK411
200mg

裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠
200mg(TYK)

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 解熱鎮痛剤 040709収載

TYK427:TYK427 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

TYK431:TYK431 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載
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TYK432:TYK432 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

TYK433:TYK433 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載

TYK443:TYK443 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動賦活剤 080704収載

TYK444 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TYK445 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TYK453 2.5:TYK453
2.5mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

TYK454 5:TYK454 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

TYK455 5mg:TYK455 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
TYK456 10mg:TYK456
10mg

裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

TYK462 12.5mg:12.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

101119収載

TYK463:TYK463 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

TYK464:TYK464 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

TYK465 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

TYK504 0.2mg:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄOD錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

TYK505 0.3mg:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄOD錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善
剤

091113収載

TYK511:TYK511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大正薬品工業･あすか製
薬，武田薬品工業

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載 あすか製薬
と大正薬品はﾋｰﾄ異なる
(あすか製薬にはﾋｰﾄ表に
50mg記載あり他)

TYK512:TYK512 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正薬品工業･あすか製
薬，武田薬品工業

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載 あすか製薬
と大正薬品はﾋｰﾄ異なる
(あすか製薬にはﾋｰﾄ表に
200mg記載あり他)

TYK513 2.5:TYK513
2.5mg

裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

TYK514 5:TYK514 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

TYK515 10:TYK515 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

TYK521 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢TYK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TYK522 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢TYK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TYK540 1:TYK540 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

TYK541 2:TYK541 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

TYK542 4:TYK542 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

TYK375 5：TYK375 5mg 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾘﾌﾟﾗｽ錠100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ｴｼｯｸ 精神分裂病･うつ病治療 中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾘﾌﾟﾗｽ錠200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ｴｼｯｸ 精神分裂病･うつ病治療 中止
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂 高単位総合消化酵素製
剤

0910中止 98本体ﾏｰｸ変

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞFｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高単位総合消化酵素製
剤

0908中止 0702販売会社
社名変更(前:東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

YD383 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透
明

ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透
明

ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂-日医工 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 98頃中止 ﾋｰﾄYD385のも
のを販売している

YD385 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ﾃﾞｽﾞ
ﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ)

200mg YD386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 陽進堂 胃炎･胃潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表200mg追加

YD480 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｱﾝﾀｺﾞｽﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，ﾆﾌﾟﾛ
ﾌｧｰﾏ

胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾀｺﾞｽﾁﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

YD 481 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾎﾟｴﾙﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0706商品名変更(前:ﾎﾟｴﾙ
ﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ)

FPF 421 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶｲﾛｯｸ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 藤本製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)
ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg MSD 抗ｳｲﾙｽ剤(C型慢性肝炎

治療剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg MSD 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

糖衣錠(楕円
形)

赤 無 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ復効錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0312中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｸﾗﾘﾁﾝ錠10mg ﾛﾗﾀｼﾞﾝ 10mg MSD・塩野義製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

裸錠 白 無 ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾛｷｻｼﾞﾝ 20mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9803中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg MSD 抗ｳｲﾙｽ剤(C型慢性肝炎

治療剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

EZ10 裸錠(長円形) 白 有 ｾﾞﾁｰｱ錠10mg ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg MSD・ﾊﾞｲｴﾙ薬品 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰ
ﾀｰ阻害剤，高脂血症治
療剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)，ﾋｰﾄ裏記号変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無色透明/無
色透明

ｱﾛｸﾞﾘｾﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼﾞｱｿﾞｷｼﾄﾞ 25mg MSD 高ｲﾝｽﾘﾝ血性低血糖症
治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

糖衣錠 淡黄橙 無 ｱﾃﾞﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 抗うつ剤 9606中止 9006追加
糖衣錠 淡紅 無 ｱﾃﾞﾌﾟﾚｽ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 抗うつ剤 9606中止 9006追加
糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠2mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ，0210共和薬品へ

承継 9002変更
糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠4mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ，0210共和薬品工

業へ承継 9002変更
糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠8mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ，0210共和薬品工

業へ承継 9002変更
糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ二層錠 ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 神経安定剤 0206中止 9002変更
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裸錠 白 有 ﾄﾚﾐﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg MSD 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg MSD 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

糖衣錠(楕円
形)

赤 無 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ復効錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0312中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｸﾗﾘﾁﾝ錠10mg ﾛﾗﾀｼﾞﾝ 10mg MSD・塩野義製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

裸錠 白 無 ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾛｷｻｼﾞﾝ 20mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9803中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾞｽﾀﾝR錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大興製薬 持続性脳微小循環改善 9904中止 970711収載
裸錠 白 有 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
裸錠 白 無 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管ｶﾞｽ駆除剤 0712中止
裸錠 淡青 有 ｱｽﾞﾌﾟﾛ錠2mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大興製薬・日本薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 0703大興製薬中止 0403

日本薬品工業中止
裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9911中止 9009変更
裸錠 白 有 ﾒｿﾞｶﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 大興製薬 鎮咳剤 9008中止

耳:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｴﾗﾐﾝﾄ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大興製薬 循環機能改善剤 中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾒｿﾞｶﾙN錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大興製薬 循環機能改善剤 9904中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛｲｱﾝC錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大興製薬 H2受容体拮抗剤 0609中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾍﾞﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大興製薬 抗血小板剤 中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾆﾛｽﾄ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大興製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0001中止 920710収載

糖衣錠 白 無 ﾘﾍﾟｲﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大興製薬 筋緊張循環改善剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗﾈﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｯﾃﾙﾝ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大興製薬 心臓選択性β 遮断剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾙﾋﾄﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大興製薬 消化管運動調律剤 0712中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｽﾋﾟﾄﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大興製薬 高脂質血症治療剤 0609中止 920710収載
裸錠 白 有 ｻｲﾀﾐﾝ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大興製薬 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
0004中止 940708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｰﾙﾐﾝ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大興製薬-ﾒﾙｸ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0607販売会社
社名変更 97再開 9504中
止 940708収載

裸錠 白 有 ｲﾉｽｺ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
裸錠 白 有 ｲﾉｽｺ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 9908中止 9009変更
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾀｸﾛﾝNｿﾌﾄ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 微小循環改善剤 9611中止

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

乳白 ﾍﾓﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 経口痔核治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾓﾘｰﾙ(ﾄｰﾖ))

軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄTY ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 組織修復性抗潰瘍剤 9703中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛｰﾘﾎｰﾑ250 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症治療剤 中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛｰﾘﾎｰﾑ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症治療剤 中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ（細長
球）

橙 ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-沢井製薬 高血圧･狭心症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0304ﾋｰﾄ表10mg追
加，裏商品名記載（ｶﾀｶ

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ﾓﾄｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症改善･動脈硬化
用剤

0412中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢TY｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血管拡張剤 9611中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢TY50｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血管拡張剤 9611中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｴﾄﾘｿﾞﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 筋弛緩剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
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裸錠 白 有 ｽﾊﾟﾐｵﾝ錠5 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 平滑筋鎮痙剤 92中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗﾐﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 脳卒中後遺症･脳動脈硬

化症治療剤
9611中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｱﾛﾝﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙTY ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 消炎鎮痛剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
裸錠 白 有 ﾋﾞﾝﾃｰﾙ(ﾄｰﾖ) ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
92中止

裸錠 白 有 ﾆｺﾓﾘﾝ(ﾄｰﾖ) ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血行改善剤 91ｺｰﾄﾞ化
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｰﾘﾝｶﾌﾟｾﾙTY 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 虚血性心疾患治療剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高血圧･狭心症治療剤 900713収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙透明 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｿﾌﾄ0.25TY ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙黄透明 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｿﾌﾄ0.5TY ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 緩下剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｯﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ（楕円
球）

淡黄 ｴﾊﾟｷｬｯﾌﾟｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
300mg

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

EPA製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾊﾟｷｬｯﾌﾟｿﾌﾄ
300)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-沢井製薬 免疫抑制剤 060707収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・沢井製薬 免疫抑制剤 050708収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・沢井製薬 免疫抑制剤 050708収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・興和ﾃﾊﾞ 末梢循環･脂質代謝改善
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)
ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵとｺｰﾄﾞ異な

軟ｶﾌﾟｾﾙ（楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
TC｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

090515収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ300mg｢TC｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ600mg｢TC｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 600mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ900mg｢TC｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

n 000 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

n 001 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

n002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢日医工｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

ｎ 004 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢日
医工｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日医工 消化管運動賦活剤 080704収載

n 005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ錠50「日医
工」

塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 日医工 精神活動改善・ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0707本体ｺｰﾄﾞ追加 0507
発売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾ
ﾙ25

日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰ
ﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾﾙ)

n 011 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾌﾟﾘｰﾙ錠25 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 日医工 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0402ﾋｰﾄ変更 970711収
n 012 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾌﾟﾘｰﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日医工 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
0307ﾋｰﾄ変更（12.5mg追
加等） 970711収載

n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0203中止 980710収載

n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ｱﾚﾄ
ﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ｳﾛｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.1 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

53 / 191 ページ



硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ｳﾛｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.2 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509色変更(以前のもの
より極薄赤が若干薄い)
050708収載

n 025 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾄﾞｰｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日医工 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
n 027 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾌｨﾅﾋﾞﾝ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
日医工 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

ｎ 028:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢日医工｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ｎ029:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢日医工｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ｎ 031:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢日医 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日医工 食後過血糖改善剤 090515収載
n 032 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢日医工｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤（SNRI）
080704収載

ｎ 033:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢日医
工｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日医工 食後過血糖改善剤 090515収載

n 034 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

1003本体割線追加，色変
更(前:白) 080704収載

ｎ 035 裸錠 微黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢日医工｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日医工 睡眠障害改善剤 070706収載
ｎ 037 裸錠 淡黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢日医工｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日医工 睡眠障害改善剤 080704収載
n 038 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢日医工｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
100528収載

n 039:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

ｎ 040:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

ｎ 041:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

ｎ 042:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

ｎ 043:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢日医
工｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ｎ 044:10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢日医
工｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ｎ 045:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

ｎ 046:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

ｎ 047:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 091113収載

n SU50
Y-SU50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

虚血性心疾患治療剤 9907中止 9811変更

NMB 62 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0906迄)
0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

n 050 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0906本体ｺｰﾄﾞ変更
NMB 940 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠50 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 50mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継

に伴い(万有製薬より)
NMB 943 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継

に伴い(万有製薬より)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/薄橙 L-ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 日本医薬品工業 持続性経口用ｾﾌｪﾑ系抗
生物質製剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302迄） 950707
収載

187.5mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/薄橙 L-ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 日医工 持続性経口用ｾﾌｪﾑ系抗

生物質製剤
0901中止 0302ｺｰﾄﾞ変更

54 / 191 ページ



ｎ 054 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠67mg｢日医
工｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 日医工 高脂血症治療剤 090515収載

ｎ 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

ｎ 057:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢日医 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日医工 前立腺癌治療剤 090515収載
n 059 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠100mg｢日

医工｣
ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日医工 高脂血症治療剤 090515収載

ｎ 060:1 裸錠 白 無 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

ｎ 061:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

ｎ 062:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

n 073 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日
医工｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

n 074 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢日医工｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
日医工｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 日医工 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢
日医工｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 日医工 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

n 077 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧･狭心症治療剤)

060707収載

n 078 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧・狭心症治療剤)

050708収載

n 079 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠40 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧・狭心症治療剤)

050708収載

45mg:45mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｺﾌﾉｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日医工･日本薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

n 092 裸錠 白 有 ｱﾒｼﾞﾆﾝ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工 低血圧治療剤 0212ﾋｰﾄ変更 990709収
n 093 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 0301ﾋｰﾄ変更 990709収
n 094 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 990709収載
n 095 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠50mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 100528収載 十字割線

0100 250mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

日医工｣
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 日医工 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾓｾﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾ

0100 250mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｾﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 日医工 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧品名(081219ｱﾓｷｼｼﾘﾝ

ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医工｣に
変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

1101中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｾﾌｧ
ﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽﾄｰﾏ配合ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄｰﾏｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶褐/茶褐 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 日本医薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9504中止
YD 026 裸錠 淡青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢YD｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 陽進堂-日医工 消炎･組織再生促進剤 1003中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ｱｽﾞ
ﾚﾝ錠｢陽進｣) 陽進堂とﾋｰ
ﾄ異なる

裸錠 淡青 有 ｱｽﾞﾌｫﾈｰﾄ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 日本医薬品工業 炎症性胃疾患治療剤 9106中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg 日医工 免疫抑制剤 060707収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 桃赤 ｱﾙﾃﾚｰﾄ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 日本医薬品工業 高脂血症治療剤 9809中止
n 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾍﾟﾘｰﾙ錠2.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 日医工 緩下剤 0307ﾋｰﾄ変更 960705収
n 116 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗｽﾉﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日医工 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾎﾟﾗｽﾉﾝ錠)
0212本体刻印追加 9002
記号追加
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ｎ 117 裸錠 白 有 ｱｽﾀｰｼﾞｽ錠2mg 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 日医工 気管支拡張剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽ･ﾀｰｼﾞｽ錠)
0310本体刻印，ﾋｰﾄ変更

ｎ 122 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾘｾﾞﾘﾝ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日医工 消化管運動改善剤 101119収載
n 126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｸﾛｰﾙ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日医工 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｸﾛｰﾙ錠)
ｎ 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｸﾛｰﾙ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 日医工 H2受容体拮抗剤 0911発売

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｱﾝｻﾁｭｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日医工 EPA製剤 980710収載

n 136 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢
KOBA｣

塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 日医工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤，本態性振戦治療

0704ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(小林薬学工業より)

n 142 裸錠 白 無 ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本医薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0309中止（品名変更に伴
い。新：ｲﾙｶﾞｽ錠2mg，ｺｰ
ﾄﾞ同じ）

n 142 裸錠 白 無 ｲﾙｶﾞｽ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日医工 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0311販売 （品名変更に
伴い。前：ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠
2mg，ｺｰﾄﾞ同じ）

n 143 裸錠 白 有 ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本医薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0309中止（品名変更に伴
い。新：ｲﾙｶﾞｽ錠4mg，ｺｰ
ﾄﾞ同じ）

n 143 裸錠 白 有 ｲﾙｶﾞｽ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日医工 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0311販売 （品名変更に
伴い。前：ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠
4mg，ｺｰﾄﾞ同じ）

糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠(陽進) ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 陽進堂-日医工 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0703中止 0305ﾋｰﾄ裏商
品名記載

St107 St107 St107 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 佐藤薬品工業-日医工，
共和薬品工業

虚血性心疾患治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶ
ﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｺﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 経口抗真菌剤 1002中止 040709収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｺﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 経口抗真菌剤 1002中止 040709収載

n 149 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟﾘﾌﾟﾗｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日医工 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾌﾟﾘﾌﾟﾗｽﾄ錠)
0310ﾋｰﾄ変更，200mg追
加等

NPI 219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本医薬品工業 持続性脳微小循環改善 99中止 980710収載
n 151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日医工 脳循環･代謝改善剤 0210本体刻印変更（前：

R151），ﾋｰﾄ裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

ｎ 152 糖衣錠 白 無 ｴﾓﾚｯｸｽ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日医工 抗不安剤 0604頃中止 0405本体ｺｰ
ﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ変更

n 153
位

腸溶錠 白 無 ｴﾘｽﾓﾝ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 日医工 血管代謝改善剤 1101中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ｴﾘｽ
ﾓﾝ錠) 0309本体ｺｰﾄﾞ追加

ｎ 154 裸錠 白 無 ｴｽｶﾛﾝ錠25mg ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 日医工 非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽｶﾛﾝ錠) 04
本体ｺｰﾄﾞ追加

n EP1 裸錠 白 有 ｴﾎﾟｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 日医工 循環改善剤 0210ﾋｰﾄ変更 9809承継
n 158:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日医工 脳循環代謝改善剤 0901本体ｺｰﾄﾞn158追加

0405ﾋｰﾄ変更
n EP2 裸錠 淡赤白 有 ｴﾎﾟｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 日医工 循環改善剤 9809承継
n 161:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日医工 脳循環代謝改善剤 0811本体ｺｰﾄﾞｎ161追加
ｎ 162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ATP腸溶錠20mg｢日医

工｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 日医工 ATP製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ATP錠｢日医
工｣) 0305本体ｺｰﾄﾞ追加

ｎ 171:5 裸錠(蝶形) 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 091113収載
ｎ 173 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｺｰﾙ 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 日医工 降圧剤 0706中止 0305本体刻印

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴﾌﾋﾞﾀｼﾞｬｽﾄ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 陽進堂-日本医薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9907中止 9108販売
糖衣錠 黄～橙黄 無 FAD錠｢日医工｣10 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9203中止
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糖衣錠 黄～橙黄 無 FAD錠｢日医工｣15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9107中止
糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日本医薬品工業 微小循環改善剤 9302中止

P R 裸錠 白 有 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ錠10SV 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 進化製薬-日本医薬品工
業

狭心症･不整脈治療剤 9603中止

裸錠 白 有 ｶﾞｽｾﾞﾛﾝS ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 日本医薬品工業 消化器内ｶﾞｽ駆除剤 9107中止
n 201 腸溶錠 橙 無 ｶﾘｸﾛﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 日医工 循環系調整剤 0201ﾋｰﾄ50単位，裏品名

記載 010907収載(規格表
示変更)

n 202 μ g：5μ g 裸錠 白 無 ｵﾊﾟﾌﾟﾛｽﾓﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ
ｽﾄとして）

日医工 経口プロスタグランジン
E1製剤

030704収載

n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日医工 経口蛋白分解酵素阻害 0903田辺三菱製薬中止
n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ
経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ

糖衣錠 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾘｼﾞﾝ錠1号 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 日本医薬品工業 強心配糖体製剤 9206中止
n 212 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 日医工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0405ﾋｰﾄ裏記号削除，商

品名記載 000707収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

n 213 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 日医工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0308ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ

硬ｶﾌﾟｾﾙ あずき/帯黄
白

ｶﾞﾚｺｰﾙ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 日本医薬品工業 胆道疾患治療剤 9106中止

糖衣錠 白 無 ｶﾞﾌﾟﾀｰｼﾞｽ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 日本医薬品工業 消化器機能異常治療剤 9211中止
K 腸溶錠 白 無 ｶﾘｸﾛﾓﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日医工 循環障害改善剤 0112ﾋｰﾄ変更
NIK 219 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｶﾘｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ25単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日医工 循環系調整剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾘｸﾛﾓﾝSｶﾌﾟ
ｾﾙ) 0406ﾋｰﾄ変更

YD 008 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｼﾞｬｽﾄ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 陽進堂-日医工 血管強化･止血剤 0603頃中止 0210本体ｺｰ
ﾄﾞ化

Y G 裸錠 白 有 ｶﾞｽｵｰﾙ錠40mg｢陽進｣ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 陽進堂-日医工 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 0305本体刻印
YD 020 裸錠 淡黄 有 ｷｿﾗﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 陽進堂-日医工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0612中止 0409本体刻印
ｎ 231:15 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

ｎ 232:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日医工 胃炎･胃潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾ

糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢日医工｣100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 日本医薬品工業 解毒剤 9105中止
ｎ 251 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢日医

工｣
ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 0.25mg 日医工 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載

ｎ 253 裸錠(十字割 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢日医 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 日医工 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
糖衣錠 白 無 ｸﾙｿﾞｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工

業
解熱鎮痛消炎剤 92中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾞﾚﾄﾘｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工
業

解毒剤 9603中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ錠SV50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 進化製薬-日本医薬品工
業

消化性潰瘍治療剤 9603中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 鈍緑/微褐 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ｢日医 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 日本医薬品工業 消化性潰瘍･胃炎治療剤 9106中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS･100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日医工 組織修復性消化性潰瘍・

胃炎治療剤
旧品名(090925ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ
ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢東海｣
に変更) 0704承継(日医

軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢東海｣

ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日医工 組織修復性消化性潰瘍・
胃炎治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS･
100)
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Y CB1 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 全星薬品工業-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0209ﾋｰﾄ表1mg

CB1）削除 011225承継
(三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

n 271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠1mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 1mg 日本医薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0007中止 960705収載

n 272:2 裸錠 白 有 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0210ﾋｰﾄ変更，2mg追加，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
980710収載

n 273：3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0402ﾋｰﾄ変更 960705収
載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 101119収載
DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日本医薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9705販売
ｎ 281 裸錠 白 有 ｺﾛﾋﾎﾟﾅﾘﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日医工 昇圧剤 1009中止 0706商品名変

更(前:ｺﾛﾋﾎﾟﾅﾘﾝ錠) 0402
本体刻印追加，ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/肌 ｺﾚﾝﾌﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日医工 膵胆道･尿路系鎮痙剤 旧品名(081219ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg｢日医工｣に
変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/肌 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg｢
日医工｣

ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日医工 膵胆道･尿路系鎮痙剤 1010中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾚﾝ
ﾌﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ)

糖衣錠 青緑 無 ｺﾊﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本医薬品工業 抗不安剤 9207中止
n 297 裸錠 白 有 ｺﾌﾉｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ

ｲﾄﾞ､吉富薬品
気道潤滑去痰剤 0202中止 930909販売

n 297 裸錠 白 有 ｺﾌﾉｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日医工 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾌﾉｰﾙ錠)

n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

糖衣錠 橙赤 無 ｺﾛﾅﾓｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日本医薬品工業 冠循環改善剤 0004中止
n 301 糖衣錠 橙赤 無 ｺﾛﾅﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日医工 冠循環改善剤 04本体ｺｰﾄﾞ追加

糖衣錠 白 無 ｺﾌﾀｰｼﾞｽ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 日本医薬品工業 去痰･粘膜正常化剤 9106中止
ｎ 303 糖衣錠 白 無 ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 Ca拮抗性降圧剤 091113収載

裸錠 白 無 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日本医薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9304中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医

工｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

n 308 糖衣錠 白 無 ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 Ca拮抗性降圧剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠)

n 309 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻｸﾍﾞﾙｺｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 日医工 高脂血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｸﾍﾞﾙｺｰﾄ錠)
0205ﾋｰﾄ変更(250mg追

ｎ 311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢日
医工｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

ｎ 312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
日医工｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

n 313 裸錠 白 無 ｻｸｺﾙﾁﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾃﾐﾝ
配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｸｺﾙﾁﾝ錠)

ｎ 314:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢日医工｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日医工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載
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ｎ 315:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢日医工｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日医工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

糖衣錠 白 無 C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂-日医工 鎮痙剤 旧品名(100528ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟ
ﾗﾐﾝ臭化物錠10mg｢YD｣
に変更) 陽進堂，日本ｼﾞｪ
ﾈﾘｯｸとﾋｰﾄ異なる

糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠
10mg｢YD｣

臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂-日医工 鎮痙剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠)
陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸと
ﾋｰﾄ異なる

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 日本医薬品工業 脳循環障害治療剤 9109中止
裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝS錠｢日医工｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本医薬品工業 脳循環障害治療剤 9211中止
裸錠 淡ﾋﾟﾝｸ 有 ｼｪﾋﾞﾄﾗﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 日本医薬品工業 降圧利尿剤 9211中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～黄橙 無 ｼｰｺﾚﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本医薬品工業 消炎鎮痛剤 9910中止 9103変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/帯黄白 ｼﾝｷﾉﾝ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本医薬品工業 代謝性強心剤 9812中止 9008記号変更

ｎ 335:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 日医工 統合失調症治療剤 101119収載
裸錠 黄橙 有 ｼﾝｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本医薬品工業 代謝性強心剤 9304中止
糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟｽﾓﾊﾟﾝ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本医薬品工業 鎮痙剤 9303中止

n SU50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0305ﾋｰﾄ表50mg追加，裏
ｶﾀｶﾅ記載など

n 343 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾌﾟﾗﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0303本体刻印追加
糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾌﾟﾛﾌｪﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9105中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ｢日医工｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本医薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 9108中止

n 356 裸錠 白 無 ｽﾄﾛｰｸ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日医工 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0605頃中止 0206ﾋｰﾄ変
更(記号裏から表へ)
900713収載

糖衣錠 白 無 ｽﾘｰﾀﾞｸﾆﾝ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工
業

去痰･気道粘膜正常化剤 92中止

糖衣錠 淡赤橙 無 ｾﾅﾝ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 7.2mg 日本医薬品工業 緩下剤 9303中止
n 363 裸錠 白 有 ｾｷﾛｲﾄﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｷﾛｲﾄﾞ錠)
920710収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｷｼｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0712迄)，商品名
変更に伴い(新：ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣)
0306ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1011中止 0712商品名変
更(前:ｾｷｼｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ)

糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

陽進堂-日医工 緩下剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾙ錠) 陽
進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸとﾋｰﾄ
異なる

n 369 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 日医工 抗ﾘｳﾏﾁ剤 990709収載
n 373 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾃｰﾄ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
n 374 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾃｰﾄ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日医工 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
n 375 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾟﾛﾌﾞﾛｯｸ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 日医工 血管拡張性β 1遮断薬 0302ﾋｰﾄ変更 000707収

載 ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ
n 376 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾟﾛﾌﾞﾛｯｸ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 日医工 血管拡張性β 1遮断薬 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
ｎ 377 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠75mg｢日医工｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
091113収載

ｎ 378 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢日医工｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA20mg) 0303ﾋｰﾄ変更
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SAL
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品
持続性Ca拮抗剤 0203中止 970908販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA40mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｲ･ﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ 日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 0901中止 0310本体ｺｰﾄﾞ
追加

裸錠 白 無 ﾀﾛｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日本医薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9503中止
糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂-日本医薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9503中止

ZE 11 裸錠 白 有 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠
100mg｢ZE｣

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｷｺｰﾙ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 深在性真菌症治療剤 旧品名，0311品名変更，
ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50へ
030704収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工 深在性真菌症治療剤 旧品名，0311品名変更，
ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50へ
030704収載

n 420 裸錠 白 有 ﾁﾞｱﾍﾞﾄｰｽ錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 日医工 糖尿病治療剤 1101中止 0612商品名変
更(前:ﾁﾞｱﾍﾞﾄｰｽ1号) 0407
ﾋｰﾄ変更 0401本体刻印，
ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 濃桃 無 ﾁﾞｯｸｽS･S ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9106中止
Tu DS･150  Tu DS･150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾄﾞﾙｾﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 辰巳化学-日医工 H2受容体拮抗剤 020705収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 日医工 免疫抑制剤 050708収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 日医工 免疫抑制剤 050708収載

糖衣錠 微紅 無 ﾃﾝﾀﾞﾘﾝ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 日本医薬品工業 過敏大腸症治療剤 9303中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 98頃中止 ﾋｰﾄYD385のも

のを販売している
硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾙﾍﾟﾅｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日本医薬品工業 胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 銀白 無 ﾄﾁｭｰﾏﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 日本医薬品工業 植物性軟部腫脹治療剤 9212中止

CF 裸錠 淡黄 無 ﾄﾉﾁﾘﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 92中止

糖衣錠 青～淡青 無 ﾄﾗﾋﾟｲ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日本医薬品工業 循環機能改善剤 9202中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞｬｽﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 陽進堂-日本医薬品工業 循環機能改善剤 9907中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透

明
ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂-日医工 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

n 489 裸錠 青～淡青 有 ﾄﾘﾑ錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本医薬品工業 催眠導入剤 9407中止 920710収載
糖衣錠 橙 無 ﾅﾊﾞﾄｰﾙ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 進化製薬-日本医薬品工

業
ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 92中止

ｎ 503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載

n 511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾙｵﾌ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
n 512 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾙｵﾌ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
n 513 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日医工･日本薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
020705収載

n 514 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ﾆﾁｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 日医工 抗血小板剤 050708収載

ｎ 515 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾛｷﾉﾝ錠100 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg（ｼﾌﾟﾛ
ﾌﾛｷｻｼﾝとし

日医工 広範囲経口抗菌剤（ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ剤）

020705収載

ｎ 517 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾛｷﾉﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg（ｼﾌﾟﾛ
ﾌﾛｷｻｼﾝとし

日医工 広範囲経口抗菌剤 0410ﾋｰﾄ変更 020705収
載
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KK 331 裸錠 白 無 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 0406中止0401ﾋｰﾄ変更
990709収載

KK 332 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(日医工へ)

n 523 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 日医工 狭心症治療剤 0701本体ｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(小林薬学工業よ

n 524 裸錠 白 有 ﾆﾁｶｲﾝ錠100mg ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉｱｾﾁﾙｱﾐﾉ安
息香酸ｴﾁﾙ

100mg 日医工 胃粘膜局麻剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁｶｲﾝ錠)

n 525 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg｢日医工」 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 日医工 抗てんかん剤 110301収載(商品名変
更，前:ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg大
日本)，製造販売元変更
に伴い(前:大日本住友製

n NT5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 970711収載
n NT10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 0211ﾋｰﾄ変更，10mg追

加，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 970711収載

n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ
ｲﾄﾞ･吉富薬品

抗血小板剤 0108中止 970908販売

n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日医工 抗血小板剤 0612商品名変更(前:ﾆﾁｽ
ﾃｰﾄ錠) 0208ﾋｰﾄ変更
900713収載

n531 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 日医工 抗菌性化学療法剤 0902ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前：大日本
住友製薬)

ｎ 532 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾄﾞｰﾊﾟ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 日医工 高血圧治療剤 1012中止 0606商品名変
更(前:ﾆﾁﾄﾞｰﾊﾟ錠) 0303本
体ｺｰﾄﾞ刻印，ﾋｰﾄ変更
9003記号追加

n 533:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｶﾞﾚﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-全星薬品
工業，全星薬品，日医工

持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 534 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｶﾞﾚﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-全星薬品
工業，全星薬品，日医工

持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 十字割線

NMB 41 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

糖衣錠 橙 無 ﾆﾁﾋﾞﾀE錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9107中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ(陽進) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 0601中止

ｎ 537:1.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 日医工 経口血糖降下剤 101119収載
裸錠(長円形) 帯黄白～黄

白
有 ﾄﾗｺﾅ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

糖衣錠 淡緑 無 ﾆﾁﾏﾘﾝ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本医薬品工業 不整脈治療剤 9201中止
n 541 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾏﾛﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日医工 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆﾁﾏﾛﾝ錠)
NMB 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造

販売元変更に伴い
NMB 45 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造

販売元変更に伴い
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾁﾚｰﾄRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本医薬品工業 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ製剤 9312中止 900713収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾎﾟﾗｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 日医工 喘息治療剤 0102時点で未取扱

990709収載
ｎ 550 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢日医 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日医工 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
ｎ 551:2.5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
薄橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢日

医工｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
日医工 持続性Ca拮抗薬 091113収載

ｎ 552:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢日医
工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 091113収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾆﾁEﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日医工 微小循環改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁEﾈｰﾄｶﾌﾟｾ

ｎ 555:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢日医
工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

裸錠 白～淡黄 有 ﾆﾁｾﾙﾋﾟﾝS錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9209中止
ｎ 557 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢日医工｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
日医工 持続性Ca拮抗薬 080704収載 十字割線

ｎ 564 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(徐放
性)

白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠100mg｢
日医工｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日医工 高脂血症治療剤 081107収載

DI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗めまい剤 92中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢日医工｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 日医工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

n 571 裸錠 白 有 ﾁｻﾞﾆﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日医工 筋緊張緩和剤 0210ﾋｰﾄ変更，1mg追加，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
980710収載

n 577 徐放錠（ﾌｨﾙﾑ
ｺｰﾄ）

白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
日医工｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日医工 高脂血症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾚｰﾄ
SR錠200mg)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｲﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日本医薬品工業 情動調整剤 9211中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉｲﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日医工 解熱鎮痛消炎剤 旧品名(080620ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪ

ﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢日医工｣に
変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
日医工｣

ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾ

n 588 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾉｲｽｵｰﾗ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日本医薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
n 590 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止
S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg 日医工 徐放性鉄剤 旧品名(090925規格単位
が鉄100ｍｇに変更された
ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100ｍｇに変

100mg(鉄100mg)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾏﾙ酸第一鉄 100mg(鉄とし

て)
日医工 徐放性鉄剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾ
ﾙ)，規格単位が鉄100mg
に変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾ
ﾙ25

日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰ
ﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾊｲﾁﾞｳﾚｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ､ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 日本医薬品工業 降圧利尿剤 9204中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾘｾﾞﾘｰﾄ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 進化製薬-日本医薬品工

業
潰瘍治療剤 92中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ﾊｲﾆﾁｺﾊﾞ錠 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9211中止
n 622 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢日医工｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日医工 頻脈・高血圧・狭心症治

療剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙN錠)

腸溶性糖衣錠 黄 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 陽進堂-日医工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0801中止 0309ﾋｰﾄ変更
糖衣錠 橙 無 ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg｢ｲｾｲ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg ｲｾｲ-日医工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 ｲｾｲとﾋｰﾄ異なる

n 648
648 2.5

裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

経口血糖降下剤 0007中止 930909販売

n 648:2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日医工 経口血糖降下剤 1103本体ｺｰﾄﾞ2.5追加

500mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0603頃中止 0309ﾋｰﾄ変

更 9210ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢日医工｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 日本医薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9503中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｪﾝﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾝﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ
糖衣錠 白 無 ﾌｪﾝﾗｰｾﾞA 日本医薬品工業 消化酵素製剤 9107中止

ｎ 659 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞﾈｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日医工 頻尿治療剤 0806商品名変更(前:ﾌﾗﾎﾞ
ﾈｰﾄ錠)
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RB 裸錠 淡褐黄 無 ﾌﾗﾌﾞﾁﾙ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 進化製薬-日本医薬品工
業

脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 92中止

ｎ 665 裸錠 白 有 ﾍﾙﾂﾍﾞｰｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日医工 狭心症・不整脈・高血圧
治療剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾙﾂﾍﾞｰｽ)
0312本体ｺｰﾄﾞ追加 0104
再販売

6 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗めまい剤 9603中止

裸錠 白 有 ﾎﾓﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 92中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾏﾙﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ﾌﾏﾙ
ﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ)

n 691 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 日医工 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0305ﾋｰﾄ変更 990709収
n 693 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日医工 睡眠導入剤 990709収載
ｎ 701 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠

0.1mg｢日医工｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
101119収載

ｎ 702 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢日医工｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

裸錠 白 有 ﾏｲｺｰﾋｽ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 日本医薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9104中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾗｷｼﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業 抗痙縮剤 9212中止

n 706 裸錠 白 無 ﾐｸﾞﾘﾌｪﾝ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日医工 起立性低血圧･血管性頭
痛治療剤

0607中止 0308本体ｺｰﾄﾞ
刻印，ﾋｰﾄ変更 9103変更

n 710 裸錠（長円形） 淡紫 無 ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 日医工 睡眠導入剤 090515収載
n 711 裸錠（長円形） 青～淡青 有 ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日医工 睡眠導入剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠)
0405ﾋｰﾄｻｲｽﾞ等変更
0203ﾋｰﾄ商品名記載

ｎ 713:20 裸錠 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠20mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg 日医工 持続性ACE阻害剤 091113収載
KYK 350 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢

KOBA｣
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 717 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 有 ﾆﾊﾞﾃﾞｨｯﾌﾟ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日医工 Ca拮抗剤 020705収載
ｎ 720 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠

75mg｢日医工｣
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 日医工 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

ｎ 721 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢日医工｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 日医工 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

n 722 μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 日医工 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

020705収載 日本ｹﾐﾌｧ販
売品とﾋｰﾄ異なる

n 723 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷﾗｲﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 日医工 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

050708収載

n 725:2 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠2mg｢日医
工｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604発売 060220収載，
承継に伴い(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製
薬より，旧商品名:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg｢JD｣)

n 727:4 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠4mg｢日医
工｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604発売 060220収載，
承継に伴い(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製
薬より，旧商品名:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg｢JD｣)

ｎ 730:5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
n 731：10 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
n 732：20 裸錠 薄橙 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
YD 448 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0808中止 陽進堂とﾋｰﾄ異

なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)
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YD 449 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0807中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

n 735 裸錠（十字割
線）

白 有 ﾄﾞｷｻｿﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日医工 血圧降下剤 040709収載

n 737 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日医工 血圧降下剤 040709収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 深在性真菌症治療剤 0708頃承継(小林薬学工
業より)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 深在性真菌症治療剤 0708頃承継(小林薬学工
業より)

n 748 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

日医工のﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗ
ﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰﾄﾞ
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

n 749 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

日医工のﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟ
ﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰ
ﾄﾞと本体ｺｰﾄﾞ同じ

n 750 μ g:40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 日医工 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

040709収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日医工 不整脈治療剤 99ｺｰﾄﾞ変更(ﾀﾞｲﾄより承
継)，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日医工 不整脈治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（100mg追

加等） 99ｺｰﾄﾞ変更(ﾀﾞｲﾄよ
り承継)，ﾋｰﾄ表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ｎ 766 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢日医
工｣

ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日医工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090515収載

糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠｢日医工｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 日本医薬品工業 末梢性神経障害治療剤 9301中止
n 767 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢日医工｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載 十字割線
n 768:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢日医工｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
n 769 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾆﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工 心臓選択性β 遮断剤 0612商品名変更(前:ﾒﾁﾆ

ﾝ錠)
n 770 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾆﾝ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工 心臓選択性β 遮断剤 0905発売
n 771 裸錠 白 無 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日医工 Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ錠)
n 772 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

錠）
白 無 ｵﾒﾗｯﾌﾟ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

n 773 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白 無 ｵﾒﾗｯﾌﾟ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

ｎ 774 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80mg｢日医
工｣

ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 050610収載，商品名変更
に伴い(前:ｿﾚｯﾄ錠80)

ｎ 774 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚｯﾄ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 旧品名(050610迄)，品名
変更(新：ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
80mg「日医工」)

n 775：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾅﾍﾞﾘﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 日医工 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
n 776：20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾅﾍﾞﾘﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 日医工 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
n 777 裸錠 極薄紅 有 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠)
ｎ 781 裸錠(徐放性) 白 有 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 日医工 Ca拮抗剤 091113収載
n MOXO 裸錠 白 無 ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠100mg ﾌﾟﾛｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 強心剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠)
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
YD｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 陽進堂-日医工 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

1006中止 070706収載 陽
進堂，沢井製薬のものと
ﾋｰﾄ異なる
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軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢日
医工｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 日医工 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

080704収載

KYK 354 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYK 355 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYK 356 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg
「KOBA」

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 748 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0611迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

n 797 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 749 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

n 798 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 803：0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢日医工｣に変更)
050708収載

n 803：0.2 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢日医
工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠
0.2)

n 804：0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢日医工｣に変更)
050708収載

n 804：0.3 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢日医
工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠
0.3)

ｎ 820:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢日
医工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

ｎ 821:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢日
医工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

P F:U 200 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
200mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

P F:U 400 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠400 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
400mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

PF:U 100 徐放錠 白 無 ﾕﾆｺﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 1日1回型ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
100mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
陽進堂のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ
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YD 051 裸錠 白 無 ﾖｳｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠250mg｢YD｣) 陽進
堂のものとﾋｰﾄ異なる 三
恵のｹｲｻﾐﾝ錠250mgと本
体ｺｰﾄﾞ同じ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ色 ﾖｳｸﾛﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 陽進堂-日本医薬品工業 胆道疾患治療剤 9908中止
YD 063 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂-日医工 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 02～04本体ｺｰﾄﾞ化

糖衣錠 赤 無 陽進ﾋﾞﾀE錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 陽進堂-日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 1001中止
糖衣錠 類白 無 ﾖｳﾌｧﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 陽進堂-日本医薬品工業 抗めまい剤 9907中止

YD 014 徐放性錠剤 白 無 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠)
陽進堂とﾋｰﾄ異なる

糖衣錠 黄 無 ﾖｳﾚﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 陽進堂-日本医薬品工業 脳微小循環改善剤 9909中止
YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂-日医工 代謝性強心剤 1003中止 0210本体ｺｰﾄﾞ

化 陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
とﾋｰﾄ異なる

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾖｳﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂-日医工 精神安定･抗潰瘍剤 1005中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾖｳﾏ
ﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)，ﾋｰﾄ表
50mg追加 陽進堂とﾋｰﾄ

糖衣錠 白 無 ﾖｳﾋﾞﾀﾝ ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg 陽進堂・日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤
YD 861 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾌｪﾘﾝ錠 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 陽進堂-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
1006中止 0601本体ｺｰﾄﾞ
追加 陽進堂販売のもの
とﾋｰﾄ異なる

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙色 ﾖｳﾌｪﾘﾝ250 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 陽進堂-日本医薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

9708中止

糖衣錠 白 無 ﾖｳﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂-日医工 虚血性心疾患治療剤 10頃中止
ｎ 890:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢日医工｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日医工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

ｎ 891:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢日医工｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日医工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

ｎ 892 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢日医工｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

ｎ 893 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢日医工｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

ｎ 894 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

ｎ 895 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

ｎ 896 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

糖衣錠 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC錠｢日医工｣ ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 日本医薬品工業 強心剤 9104中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 日本医薬品工業 鎮痛消炎剤 9304中止

ｎ 906:50 裸錠 白～微黄白 無 ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日医工 高尿酸血症治療剤 101119収載
NA 250 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬-日本医薬品工

業
合成抗菌剤 92中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｳﾏﾋﾟﾘﾝ 日本医薬品工業 解熱鎮痛剤 9107中止
裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日本医薬品工業 消炎酵素剤 89中止

ｎ 927 裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日医工 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾁｰﾑ30)

n 929 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｵﾌ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

030704収載

n 930 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟｵﾌ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

050708収載

n 931 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 日医工 統合失調症治療剤 070706収載
n 933 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 日医工 統合失調症治療剤 070706収載
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KK 351 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ)
030704収載

n 936 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 937 裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 日医工 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤 0908商品名変更(前:ﾘﾁｰ
ﾑ90)

腸溶錠 白～微黄白 無 ﾘﾎﾟﾌｪﾛｰﾙ300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 日本医薬品工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9211中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾘﾎﾟｰﾙ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 日本医薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｨｰﾌｪﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9304中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅

(微紅帯)
ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ

0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

μ g:0.5 0.5μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(淡紅帯)

ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾙﾌｧ
ｶﾌﾟｾﾙ0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

ｺﾊﾞﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 小林薬学工業 Ca･骨代謝改善剤 日医工のﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
1.0μ g(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

μ g:1μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(淡紅帯)

ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾙﾌｧ
ｶﾌﾟｾﾙ1.0(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

n 947 糖衣錠 白 無 ﾘﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日医工 筋緊張改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠)

μ g:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 日医工 Ca･骨代謝改善剤 1005発売
ｎ 952 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢日

医工｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

日医工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢日医工｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9104中止
糖衣錠 灰 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢日医工｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9211中止

n 967
967

裸錠(長円形) 白～微黄 無 ﾚｺﾙｸ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

前立腺肥大症･癌治療剤 0012中止 930909販売

n 967 裸錠 白 無 ﾚｺﾙｸ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日医工 前立腺肥大症･癌治療剤 1009色変更(前:白～微
黄) 0908商品名変更(前:ﾚ
ｺﾙｸ錠)

n 974 裸錠 薄桃 無 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0301ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

n 975 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0211ﾋｰﾄ5mg追加 000707
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

n 976 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0405ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 肌/肌 ﾛｲﾋｰﾙS ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾛｲｾﾙﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日医工 鎮痙･鎮痛剤 1010中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ﾛｲｾ
ﾙﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅 ﾛﾊﾞﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日本医薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ﾃﾞｰﾀ，0104本体ﾋｰﾄ記
号変更(984→0984)
900713収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅 ﾛﾊﾞﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0607中止 0104本体変更
n 984 裸錠 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 持続性ACE阻害剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
YD 039 裸錠 微紅 有 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日本医薬品工業 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 陽進堂

のﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg(ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ100 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 日本ﾜｲｽ 持続性消炎･鎮痛剤 9811中止
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裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ･ｱｽﾞｳｪﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 0109中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田

薬品工業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(1101迄) 0312社

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(11頃迄) 0312社

TP 172 TP-172 50mg：50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾊｲﾐｼﾞﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 自律神経調整剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲﾐｼﾞﾝ錠)

TP 191 TP-191 200mg：200mg 裸錠 白 有 ｵｷｼｱｼﾄﾞﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性消炎･鎮痛剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

TP-604 0.25μ g：0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄 ﾎﾟｽﾛｯﾄﾙSｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・昭和薬品化
工，三笠製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0912中止

TP-605 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾎﾟｽﾛｯﾄﾙSｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ・昭和薬品化
工，三笠製薬，ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0912中止

裸錠 白～帯黄白 無 ｸﾞﾘﾚｰﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 東光薬品工業-ﾗｸｰﾙ薬
品販売

骨粗鬆症治療剤 9803中止 960705収載

裸錠 薄紅 有 ﾋﾟﾅﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 東光薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0003中止 980710収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/乳白 ﾄﾞｸﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg わかもと製薬 上腹部不快症状改善剤 9104中止
裸錠 黄 有 ﾅﾌﾞﾛﾐﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg わかもと製薬 代謝性心疾患治療剤 0105中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 920710収

載
裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 98ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝｷｿｰﾙ錠)
02ﾋｰﾄ変更，裏AKT削除

硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ｱﾀﾞｯｸｽ わかもと製薬 排尿障害改善剤 0208中止 9801ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 9710ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

02頃ﾋｰﾄ変更，裏LNC削
除

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg わかもと製薬 喘息治療剤 1103中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｻﾞ
ﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg わかもと製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg わかもと製薬 代謝性製剤 0103中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 淡黄 無 TAT錠50mg ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 利尿降圧剤 8907中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾋﾟﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 鎮咳･去痰剤 8907中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃黄/無透明 ｲﾝﾒﾀﾝSR ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 8905中止
糖衣錠 白 無 ｴｲｼｽ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気道粘膜正常化剤 8907中止
糖衣錠 緑 無 ｵﾋﾟﾆｵﾝS錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 肝機能賦活･利胆剤 0204中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 黄 無 ｵﾋﾟﾆｵﾝ錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 肝機能賦活･利胆剤 8905中止

CR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｶﾙｿﾞﾙﾝG30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg 日本ﾍｷｻﾙ 血管強化･止血剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡赤 無 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ錠｢ﾛｰﾗｰ｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 血管強化･止血剤 8906中止
糖衣錠 黄 無 ｸﾚﾏﾆﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9003中止

1mg
裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0704頃中止 0604ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｻﾝﾄﾞ･三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠)，
ﾋｰﾄ表12追加
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PPR COX 裸錠 白 無 ﾍﾟﾌﾟﾛｾﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 気道粘液溶解剤 9609中止 9503製造販売
元変更に伴い記号変更

糖衣錠 白 無 ﾏﾚﾐﾗﾝR錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 8906中止
RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｻﾞｰﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
0101中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾅﾝﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 頻尿治療剤 8906中止
RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾅｶｰﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 循環機能改善剤 0105中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
CAT-0.25μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ

ﾗｰ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

CAT-0.5μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ
ﾗｰ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

CAT-1.0μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｶﾙｼﾀﾐﾝ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ
ﾗｰ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

RJ 2
2mg

裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0703頃中止 0603ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ) 舌下錠

裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾝ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気管支拡張剤 9003中止
RJ LAC-5:COX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｸﾊﾟﾝ錠5 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾒｸﾄ 消化管鎮痙剤 9810中止 9503製造販売

再開 90中止
糖衣錠 淡青白 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ﾛｰﾗｰ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 降圧剤 8907中止
裸錠 白 無 ﾒｼﾞﾅﾘｽｸ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ めまい･平衡障害治療剤 8906中止
裸錠 黄 無 ｷｭｳﾃﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 代謝性強心剤 8906中止
裸錠 白 有 ﾒｼﾞﾅﾛﾝ-S錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ めまい･平衡障害治療剤 8906中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/無透明 ｲﾝﾒﾀﾝSR25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 9305中止

HLC-25 COX 裸錠 白 無 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 脳血流障害改善剤 9606中止 9503製造販売
元変更に伴い記号変更

糖衣錠 橙赤 無 ﾘｻﾁﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 冠循環増強剤 0108中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｺｰﾙ錠30 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 降圧剤 9101中止
糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症，心身症(更年

期障害，過敏性腸症候
群)治療剤

0104中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

HLC-50:COX 裸錠 黄 有 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 脳血流障害改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾗﾅｶｰﾄ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 循環機能改善剤 8906中止
WHR 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透

明
ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

RJ 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄 ﾚﾑﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 消炎鎮痛剤 中止
RJ 124-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽｼﾞｳﾑｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日本ﾍｷｻﾙ 鎮痙･鎮痛剤 0402中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
WHR 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/白 ﾍﾟﾚｶﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 三井製薬工業 肝･胆道疾患治療剤 9209中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｺﾁｵﾝ錠 丸善製薬-日本ｹﾐﾌｧ 肝臓疾患用剤 0803中止 0309ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9807ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾄﾉｰﾙ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ
ﾝ錯化合物

5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 胃潰瘍治療剤 0012中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96社
名，色変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ（0303
迄） 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9604社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞﾁﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9902中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製
薬

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

裸錠 白 有 ﾏｰﾚｽ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･頻脈治療剤 0505中止 0301ﾋｰﾄ変更
裸錠(長円形) 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄） 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960614収載

裸錠 白 有 ｱｰﾚﾙ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9909中止 9604社名変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｾﾉｰﾙ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾙｷﾞｰ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 鎮痛･抗炎症剤 9902中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9901ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

Tw 206 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾄｰ ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 080704収載
Tw 524:100 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg

｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 100528収載

Tw 510:2.5 口腔内崩壊錠 淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

Tw 513:5 口腔内崩壊錠 淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

Tw 735:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

Tw 737:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

Tw 333:50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾘﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 高尿酸血症治療剤 101119収載
Tw 180:10 裸錠 白 無 ｲｿﾆﾄｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 東和薬品 狭心症治療剤 100528収載
Tw 724 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢

ﾄｰﾜ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 消化管運動賦活剤 080704収載

Tw 023:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

Tw 021:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

Tw 022:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

Tw 332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

Tw734:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

Tw 733:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

Tw 225:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1012本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ
若干変更

Tw 210 裸錠 白 無 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 1011発売
Tw 534 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 東和薬品 経口血糖降下剤 101119収載

Tw 351:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

Tw 353:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

Tw 242:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 東和薬品 心身安定剤 101119収載
Tw 033:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠0.25mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg(無水

物として)
東和薬品 持続性ACE阻害剤 100528収載

Tw 334 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠100mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 081107収載
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Tw 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
Tw 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
Tw428  Tw428 Tw428 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤 除等） 06収載･販売され
ていたが特許上の問題
から07に中止されていた

Tw 327 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 090515収載
Tw 525:0.1 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
100528収載

Tw 527:0.2 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

100528収載

Tw 730:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 090515収載

Tw 725:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

Tw 434 Tw 434 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 東和薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/類白 ﾃﾌｼｰﾙ･C ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東和薬品 抗悪性腫瘍剤 旧品名(0612迄)，商品名

変更に伴い(新:ﾃﾌｼｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ200mg) 0304ﾋｰﾄ裏

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/類白 ﾃﾌｼｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東和薬品 抗悪性腫瘍剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾌｼｰﾙ･C)

Tw 396 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 東和薬品 循環機能改善剤 090515収載
Tw 257 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄｰﾜ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
080704収載

Tw 146:25 錠剤 白～淡黄 有 ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 東和薬品 尿酸排泄薬 090515収載
Tw 236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持効性Ca拮抗剤 1101ﾋｰﾄ若干変更
Tw 008 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 東和薬品 抗てんかん剤，躁病･躁

状態治療剤
101119収載

Tw 745:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 東和薬品 前立腺癌治療剤 100528収載
Tw432  Tw432 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 090515収載
Tw 313 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080704収載

3μ g:3μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1005発売
Tw429  Tw429

mg:112.5 mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/

白～帯黄白
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾄｰﾜ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 東和薬品 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載

Tw 270:8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠8mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

Tw 751 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 東和薬品 消化管運動改善剤 101119収載
Tw 031:15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

Tw 032:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

Tw 710:250
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁｽﾀ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 東和薬品 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

0905ｺｰﾄﾞ変更

Tw 517:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
Tw 515:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ﾄｰﾜ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg｢ﾄｰ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東和薬品 代謝性強心剤 101119収載
Tw 300:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｽﾌﾟｼﾞﾝ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

Tw 352:3 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 101119収載
Tw 013:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 東和薬品 抗精神病剤 090515収載
Tw 015:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 081107収載
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Tw 020:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

東和薬品 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

Tw431  Tw431
mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｾﾀｰﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 081107収載

Tw 531:0.5 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠0.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
Tw 532:1 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
Tw 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾋﾞﾗｽ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬-東和薬品 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載 以前ﾒｸﾄが

販売していたﾋﾞﾗｽ錠(酪
酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ)とは成分が

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾊﾞﾒｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東邦新薬 消化性潰瘍治療剤 中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾊﾞﾗｰｾﾞS 東邦新薬 消化酵素製剤 中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東邦新薬 代謝性強心剤 04頃中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄乳白/微

黄乳白
ﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東邦新薬 代謝性強心剤 04頃中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄乳白/微
黄乳白

ﾄﾎﾌｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東邦新薬 抗悪性腫瘍剤 中止

裸錠 黄 無 ﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東邦新薬 代謝性強心剤 中止
裸錠 黄 無 ﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東邦新薬 代謝性強心剤 中止

G201 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾊﾟｰﾁｰﾑ 東邦新薬 消化酵素剤
削除)

糖衣錠 赤橙 無 ﾊﾟﾑｾﾞﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 東邦新薬 冠循環増強剤 中止
糖衣錠 赤橙 無 ﾊﾟﾑｾﾞﾝ25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東邦新薬 冠循環増強剤 中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙 ｼﾊﾞﾗｰｾﾞA 東邦新薬 消化酵素製剤 中止
糖衣錠 白 無 G･I･R(ｼﾞｰ･ｱｲ･ｱｰﾙ)錠 同仁医薬化工 ｽﾄﾚｽ胃腸病治療剤 中止
糖衣錠 黄 無 ｹｰｼﾞｵﾝ糖衣錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 92頃中止
糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾛｼﾞﾝ2 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 中止
糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾉﾎﾘﾝ錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 同仁医薬化工 ATP製剤 中止
糖衣錠 白 無 ｱﾄﾗﾝﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 同仁医薬化工 冠血管拡張剤 中止
糖衣錠 青緑 無 ｴﾙｶｽﾄSS ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 50mg 同仁医薬化工 軟部腫脹治療剤 0207中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾋﾟｼﾞｽﾄ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 同仁医薬化工 脳代謝機能改善剤 96中止
糖衣錠 赤 無 ｱﾄﾗﾝﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 同仁医薬化工 冠血管拡張剤 中止
裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 940527

収載
裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 9807ﾋｰﾄ表裏商品名記載

(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9610まで) 940527

収載
裸錠 白 有 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 0101割線入 9807ﾋｰﾄ表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｷﾉﾄﾐﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0807中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ｷﾉﾄ
ﾐﾝ錠)，本体ｺｰﾄﾞ追加

腸溶性糖衣 白 無 ｾﾞｵﾁﾝ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 粘膜疾患治療･去痰剤 030704収載(品名変更
前：ｾﾞｵﾁﾝ錠)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

淡紅 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠60mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

60mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾅｲｸﾘﾝ錠50mg ﾆｺﾁﾝ酸 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾆｺﾁﾝ酸製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｸﾘﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾊﾞﾛﾒﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺障害改善剤 0802中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾊﾞﾛ
ﾒﾀﾝ)，本体ｺｰﾄﾞ追加

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

薄橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白(薄灰ない
し淡黄の斑

無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(9609迄)

裸錠 白(薄灰ない
し淡黄の斑

無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾃﾞｯﾄ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口糖尿病用剤 0908ﾋｰﾄ若干変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｾﾙｷﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 脳循環代謝改善剤 9907中止 9702ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
耳:O.S.T.ﾐｯｸｽ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 桃/白 O･S･T･ﾐｯｸｽ，ｶﾌﾟｾﾙ 帝三製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB配合剤 0101中止 99ﾋｰﾄ耳変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾄﾘﾌﾟﾀｰﾙ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 帝三製薬 情動調整剤 0011中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾄﾘﾌﾟﾀｰﾙ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 帝三製薬 情動調整剤 0011中止

NO 12 裸錠 白 無 ﾅｵｷｼｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 帝三製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 0112中止
裸錠 白 有 ﾚﾏｼﾞｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 帝三製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0005中止

AT 21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠T50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 帝三製薬 β 遮断剤 0112中止 920710収載
MI 21 裸錠 白 有 ﾐﾉﾄﾞｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 帝三製薬 高血圧･不整脈治療剤 9701中止
JI 214 裸錠 白 有 ｼﾞﾝｻｰﾙ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 帝三製薬 血圧降下剤 9707中止

糖衣錠 橙 無 ﾀﾞｲﾄﾛｿﾞﾝCR錠 帝三製薬 血圧降下剤 9304中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾓﾃﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 帝三製薬 高血圧･狭心症治療剤 9110中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠T250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 帝三製薬 高脂質血症治療剤 0010中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾅｲｷﾉｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 帝三製薬 脳循環代謝改善剤 9809中止 920710収載

M2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾛｲｼﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 帝三製薬 微小循環改善剤 9304中止
IS 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｽﾁﾉﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 帝三製薬 消化管運動調律剤 0010中止 920710収載
MD 24 裸錠 白～微黄 無 ﾒﾄﾞﾝｻﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 帝三製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 0205中止
A394 裸錠 白 有 ｱﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 帝三製薬 高尿酸血症治療剤 0012中止

γ -399 糖衣錠 黄 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢第三｣
50mg

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 帝三製薬 代謝性製剤 中止

糖衣錠 青 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠100mg｢ﾀﾞｲｻ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 帝三製薬 解毒剤 9304中止
SYT072 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾙｹｰｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 三恵薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 0404中止 950707収載
SYT053 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｹｲﾗｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ 三恵薬品・中北薬品 消化酵素剤 0203本体記号変更（053

追加）
SW 157 糖衣錠 桃 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ｻﾜｲ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

沢井製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)

SW-327 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/暗赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150｢ｻﾜ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 沢井製薬 結核治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

SS 108 SS108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾁｵｰﾙ錠80 L-ｼｽﾃｲﾝ 80mg 久光製薬 L-ｼｽﾃｲﾝ製剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ

除) 9611ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SS 112 SS112 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾎﾞｰﾙSRｶﾌﾟｾﾙ37.5 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 久光製薬 持続性鎮痛･消炎剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ
り) 010907収載(商品名の
変更 前:ﾅﾎﾞｰﾙSRｶﾌﾟｾﾙ)

SS 124 SS124 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾆｽｷｬｯﾌﾟ dl-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐ
ﾝ

8mg ｴｽｴｽ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0209中止 9709本体，ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

SS 220 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟｱﾃｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｴｽｴｽ製薬 持続性消炎･鎮痛･解熱 9307中止
SS 222 裸錠 微黄 有 ﾋﾟｱﾃｯｸ錠 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｴｽｴｽ製薬 持続性鎮痛･消炎剤 0209中止 920710収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 暗褐 ﾊｲﾃｲｸﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾋﾄﾞﾛﾀｷｽﾃﾛｰﾙ 0.125mg 日本ｻﾉﾌｨ-鳥居薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝDｱﾅﾛｸﾞ製剤 9807中止 9507輸入元社
名変更

Th 178:1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢BMT｣1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神病治療剤 92中止
Th 141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾌﾗｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
Th 142 裸錠 白 有 ﾅﾛｯﾌﾟ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止

裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾁﾛﾝS錠 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痛剤 91中止
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裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠｢BMT｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 催眠鎮静剤 92中止
Th 170 裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠｢

BMT｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経用剤 92中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ色/ｸﾘｰ
ﾑ色

ﾏﾀﾞﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化酵素剤 92中止

裸錠 橙黄 無 ﾍﾟﾘｸﾛﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管強化止血剤 92中止

Th602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢BMT｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止
Th801 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化性潰瘍治療剤 91中止

糖衣錠 淡赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
糖衣錠 赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止

K 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

K 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)  990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾋﾟｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾊﾟﾅ
ﾋﾟｼﾞﾝ錠)

R 137 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾛﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｻﾝﾄﾞ 切迫流･早産治療剤
SANODZ 5mg)削除

LG 裸錠 白 無 ｻﾉﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾏｼﾞﾝﾄﾞｰﾙ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

食欲抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9710ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920828収載

BD 裸錠 淡赤 無 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠0.5mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

作用持続性高血圧症治
療剤

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収載

SANDOZ:X J 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 淡赤 有 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠1mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

作用持続性高血圧症治
療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾅﾎﾞﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ﾄﾛﾋﾟｾﾄﾛﾝ 5mg（ﾄﾛﾋﾟｾﾄ
ﾛﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ･協和発酵
工業

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ(0706迄) 0211ﾋｰﾄ
変更 971212収載

2.5mg：XC 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)

9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

L P 裸錠 白～淡黄白 有 ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 970912収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ10mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)
0307ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)
0305ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)
0306ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

片頭痛治療剤 旧ﾋｰﾄ（0307迄） 9709ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9403ｺｰﾄﾞ，色変更
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198 糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 片頭痛治療剤 旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615
迄)，商品名変更に伴い
(新:ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ錠) 0307ﾋｰ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 脳循環･代謝改善剤 9903中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

腟錠(楕円形) 白 有 ﾘﾉﾝ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 1mg 佐藤製薬 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤(腟炎等) 0001中止 920710収載
糖衣錠 白 無 ﾌｪｽｺﾘﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ)
解熱鎮痛消炎剤 9109中止

軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｽﾄﾏｻﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

胃炎･消化性潰瘍治療剤 9303中止

FZ-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｺﾝｻｰﾄ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ，ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 富士ﾚﾋﾞｵ 降圧利尿剤 9302中止
FZ 24 FZ24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｽﾃﾞｶﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 頻尿治療剤 0009中止 0006製造元変

更 9709ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

FZ 25 FZ25 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾒﾝﾄｰﾙ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環機能改善剤 0208中止 0006製造元変
更 9801ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

FZ 26 FZ26 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾒﾝﾄｰﾙ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環機能改善剤 0208中止 0006製造元変
更 9711ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

FZ 52 FZ52 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｯﾄS錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 肝疾患治療剤 0105中止 0006製造元変
更 9706ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

糖衣錠 橙赤 無 ﾘﾎﾟﾙｼﾞﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 富士ﾚﾋﾞｵ 冠血管拡張剤 9302中止
FZ 74 裸錠(ｵﾌﾞﾛﾝｸﾞ

型)
淡黄 有 ﾅﾘｼｼﾞﾝ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 富士ﾚﾋﾞｵ 狭心症治療剤 9203中止

裸錠 白 無 ｺﾙﾎﾟ錠 γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 藤永製薬 脳機能代謝調整剤 9503中止

赤線2本 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙD 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 旧ﾋｰﾄ(0904迄)
D:D 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙD配合錠 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙD)
0904ﾋｰﾄ変更（SP→PTP）

緑線2本 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙE 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 旧ﾋｰﾄ(0904迄) 0704社名
変更(統合に伴い，前:三

E:E 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙE配合錠 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙE)
0904ﾋｰﾄ変更(SP→PTP）

白線2本 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙF 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 旧ﾋｰﾄ(0904迄) 0704社名
変更(統合に伴い，前:三

F:F 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙF配合錠 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙF)
0904ﾋｰﾄ変更(SP→PTP）

裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾑﾛﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 藤永製薬 抗てんかん剤 9909中止
PG0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

PG1:1mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号削除

L1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠100mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9712ﾋｰﾄ変更
940708収載
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L2:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠200mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9801ﾋｰﾄ変更
940708収載

P3 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 30mg 藤永製薬-第一三共 催眠･鎮静･抗けいれん 0904ﾋｰﾄ変更(SP→PTP）
裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:三共) 9805ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ化

H100 裸錠 白 有 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0204ﾋｰﾄ裏
記号削除 9905ﾋｰﾄ変更，
9807本体変更

L100 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0207ﾋｰﾄ裏
商品名記載，記号削除
980710収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟﾚﾅｰﾄ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 藤永製薬 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

旧包装（0407迄） 0306ﾋｰ
ﾄ変更，商品名記載等

L200 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ﾚ
ｷｼﾝ錠)

S 050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲﾛﾐｱ錠 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

富士製薬工業 鉄欠乏性貧血治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9601まで) 940708
収載

L○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 糖衣錠 白 無 ｱｽｿﾞｰﾙ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 富士製薬工業 ﾄﾘｺﾓﾅｽ症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9603ﾋｰﾄ

U○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 有 ｱﾙｼﾄｼﾝ錠 ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 富士製薬工業 真菌症治療剤 0005中止 9603ﾋｰﾄ変更

E○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 9307中止

FJ 02 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 0108本体
刻印(FJ02)，割線入

腟錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(04頃迄) 01商品

腟錠 白 無 ｴﾙｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌製剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 0108商品

裸錠 白 無 ｴﾙﾊﾞｯｸｽ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 富士製薬工業 乳癌治療剤

H○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 無 ﾃﾞｭﾗﾐﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 5mg 富士製薬工業 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ製剤 9210中止

腟錠 白 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ(0109頃迄)，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96**変

裸錠 白 無 ﾊｲｾﾁﾝ腟錠 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗生物質 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 9511変更

G○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 淡桃 有 ﾊｲﾁｵﾝB12錠 ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.1mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9210中止

FJ 04 裸錠 黄 無 ﾊﾘｿﾞﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 富士製薬工業 抗真菌性抗生物質 旧ﾋｰﾄ（0211迄) 0111本

IN 100 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV100 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9511変

IN 300 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV300 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg 富士製薬工業 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9511変
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裸錠 白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠F 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9607商品

FJ 03 裸錠 白 有 ﾌｪﾐﾛﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 富士製薬工業 排卵誘発剤 旧ﾋｰﾄ（0305迄） 0110刻
印(FJ03)追加 9601ﾋｰﾄ変

D○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで)

FJTD 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業-ﾜｲｽ，武
田薬品工業

経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄) 0312
社名変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾝ

FJTB:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 富士製薬工業 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0609迄) 0112ﾋｰﾄ
裏商品名記載，ｺｰﾄﾞ削除
010907収載(品名変更)

C○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 灰褐 無 ﾏｲﾀｼﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 富士製薬工業 合成抗菌剤 9210中止

FJTJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
錠0.125mg｢F｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 富士製薬工業 子宮収縮止血剤 0806商品名変更(前:ﾏﾚｲ
ﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠F)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐 ﾒﾋﾟｼｵﾝ5mg ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg 富士製薬工業 経口腎性貧血用剤･抗乳
腺腫瘍剤

9512中止 940708収載

裸錠 白 無 ﾗｸﾁﾙ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 富士製薬工業 流早産防止･鎮痙剤 0002中止 9508ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾒﾄﾗｰｸ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 富士製薬工業 切迫流･早産治療剤 旧ｺｰﾄﾞ，本体(0405迄)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ﾒﾅｰﾂｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 5mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK製剤 9307中止 920710収載

B 25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 9511ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化
M 50 裸錠 微黄白 無 ﾒﾉﾎﾟｻﾑ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 富士製薬工業 自律神経調整剤 0011中止 9605ﾋｰﾄ変更

FD100：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞｲﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 子宮内膜症・乳腺症治療
剤

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾀﾞｲﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 子宮内膜症治療剤

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ（0110ﾋｰﾄ
HIS200mg削除，商品名

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ(0202ﾋｰﾄ商品名記

HD-141 裸錠 淡黄 有 ｿﾚｿﾞﾘﾝ錠(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
HD-179 裸錠 白 有 ﾄﾗｷﾐﾝ錠(1.5mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 菱山製薬 精神病治療剤 9012中止
HD-183 裸錠 白 有 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 菱山製薬 消炎･鎮痛剤 0010中止
HD-209 裸錠 白 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ｺｰﾄﾞ(0401迄) 0304社

名変更（前：菱山製薬）
HD-210 5mg：5mg 裸錠 黄 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧本体（0401迄） 0304社

名変更（前：菱山製薬），
ﾋｰﾄ変更

HD-226 裸錠 橙黄 有 ﾋﾞｰﾂﾋﾞﾀﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 菱山製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9411中止
HD-251 裸錠 類白 有 ﾌﾟﾛﾊﾟｯﾄ錠 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
HD-304 裸錠 白 有 ﾏｶｼｰA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
旧本体，ｺｰﾄﾞ（0406迄）
0304社名変更（前：菱山
製薬）

HD-025 裸錠 白 無 ｲﾝﾄﾗｯﾌﾟ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 菱山製薬 持続性消炎･鎮痛剤 9702中止 940708収載
HD:HD-204 錠剤 白 有 ﾊｲﾄﾞﾌﾞﾛｷ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 菱山製薬 気道潤滑去痰剤 9611中止 920710収載
HD-222 裸錠 黄 有 ﾋｼﾌｪﾘﾝS錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 菱山製薬 循環増強剤 02頃中止
HD-233 裸錠 淡緑 有 ﾋｼｸﾛﾋﾟﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 菱山製薬 降圧･抗不整脈剤 0002中止
HD-234 裸錠 淡黄 有 ﾋｼﾒｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 菱山製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 96中止
HD:HD-254 裸錠 白 有 ﾌﾗﾎﾞｲﾄﾞ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ

ﾝとして)
菱山製薬 α 遮断剤 0002中止 900713収載
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HD:HD-255 裸錠 薄橙 有 ﾌﾗﾎﾞｲﾄﾞ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

菱山製薬 α 遮断剤 0002中止 900713収載

HD-266 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体(0412) 0304社名
変更（前：菱山製薬）

HD-366 裸錠 類白 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
糖衣錠 朱 無 ﾁﾙｺﾗﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 阪急共栄物産 冠血管拡張･抗狭心症剤 8403中止
裸錠 白 有 ﾉｶﾛｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 阪急共栄物産 高血圧・不整脈治療剤 9312中止
裸錠 白 無 ﾎﾞﾆﾄﾐﾝ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 阪急共栄物産 動脈硬化用剤 9210中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾐﾙﾅｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 阪急共栄物産 消炎鎮痛剤 9609中止
裸錠 黄 無 ﾗｸﾄﾊﾟﾙﾑ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 阪急共栄物産 利尿降圧剤 95中止
裸錠 白 無 ﾗﾌﾞﾁｰﾑ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 消炎酵素剤 0409中止 0212分社（阪

急共栄物産より）
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾗﾌﾞﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 阪急共栄物産 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9712中止
裸錠 白 無 ﾘﾋﾟﾄﾞﾓｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 阪急共栄物産 動脈硬化･末梢循環改善

剤
0002中止

HK008 裸錠 白 無 ﾐﾙﾏｸﾞ錠350mg 水酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 0.35g ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ-高田製薬，
共和薬品工業

緩下･制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾙﾏｸﾞ錠)

糖衣錠 白 無 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ錠(阪急) ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 阪急共栄物産 ﾄﾘｺﾓﾅｽ症治療剤 9603中止
糖衣錠 白 無 ﾂﾖｶ錠20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 阪急共栄物産 肝臓疾患用剤 9904中止
糖衣錠 桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250(阪急) ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 阪急共栄物産 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0108中止
裸錠 白 無 ｸｴﾝ酸ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾀﾝ錠

15(阪急)
ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 阪急共栄物産 非麻薬性鎮咳剤 0109中止

裸錠 白 有 ﾊﾝｸﾍﾞﾘｰ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 阪急共栄物産 気管支拡張剤 9609中止
HK-208 糖衣錠 白 無 ﾊﾝｸﾊﾞｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 阪急共栄物産 末梢神経障害改善剤 0002中止 9709ﾋｰﾄ裏変

HK-209 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾛﾀﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 頻尿治療剤 0411中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK-210 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾝｸﾁｰﾑE錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 血管代謝改善剤 0409中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK-211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄透明 ｺﾝｸﾀｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 総合消化酵素剤 0411中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK-212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾝｸﾀｰｾﾞF錠 ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 総合消化酵素剤 0411中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK216 HK-216 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/無透
明

ﾗﾌﾞﾉｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 虚血性心疾患治療剤 0106中止 9711ﾋｰﾄ裏変

裸錠 白 無 ｼｰﾍﾞﾅ錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大正薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9010中止
TYK191 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
TYK192 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
TYK231 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売

9903中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK232 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売

9903中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化

成)
ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101

商品名変更
裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101

商品名変更
裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成工業 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾓｽ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 旭化成工業 不整脈用剤 0102中止 9706ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾛｶﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｲｿｱﾐﾆﾙ 40mg 旭化成工業 鎮咳剤 9410中止
裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭化成) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9410まで) 920101

商品名変更
裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9305まで) 920101

商品名変更
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糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9710
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ
ﾘｰ

結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 0107中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ
ﾘｰ

結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9912中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
裸錠 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
裸錠 白 有 ﾌﾞｲｶﾙ錠K(旭化成)20万

単位
ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ
ｳﾑ

20万単位 旭化成工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 9206中止 920101商品名
変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙ錠250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

0310社名変更 0110ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

橙 有 ｼﾝｸﾙ錠500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 旭化成工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

9410中止

糖衣錠 白 無 ﾛｲｺﾏｲｼﾝ錠<200mg> ｷﾀｻﾏｲｼﾝ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0601頃中止 0310社名変
更 9708ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9308本体変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

明灰 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽL錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

250mg，
125mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡褐 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽP錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

62.5mg，
31.25mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明灰 無 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽ錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙSR錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成 持続性経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘ
ﾝ系抗生物質

0107中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
裸錠 白 有 ﾏｽﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｼｵｴ製薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9811中止
糖衣錠 白 無 ﾛｸﾛﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg ｼｵｴ製薬 筋緊張性疾患治療剤 0003中止 940708収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｼｵｴ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｼｵｴ製薬 脳血流促進剤 9905中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼｸﾗﾝｼｵｴ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ｼｵｴ製薬 脳･末梢血流改善剤 9604中止

耳:F-LASE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/橙透明 ｴﾌﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｼｵｴ製薬 総合消化酵素剤 0003中止
耳:F-SMIN Tab.S 裸錠 緑 無 ｴﾌｽﾐﾝ錠S ｼｵｴ製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9210中止

糖衣錠 白 無 ﾌｪﾙﾏｺｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg ｼｵｴ製薬 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ剤 9306中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/帯赤白 ﾈｵ･ｴﾌﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ ｼｵｴ製薬-日本新薬 総合消化酵素剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾈｵ･ｴﾌﾗｰｾﾞｶ
ﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵｴﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 ｼｵｴ製薬 血管代謝改善剤 9806中止 900713収載
裸錠 白 有 ﾌｪﾙﾏｷｼﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ｼｵｴ製薬 脳･末梢循環障害改善剤 9905中止 舌下錠
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｴﾁｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｼｵｴ製薬 微小循環系賦活剤 9905中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｼｱｽ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ｼｵｴ製薬 脳循環代謝改善剤 9905中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾎﾟｽ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｼｵｴ製薬 循環機能改善剤 9905中止 900713収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾌｿｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｼｵｴ製薬 虚血性心疾患治療剤 9701中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｽﾎﾝ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｼｵｴ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9908中止 920710収載

糖衣錠 白 無 ﾊﾞｽﾌﾞﾛｰﾁ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ｼｵｴ製薬 心･脳疾患治療剤 9905中止 920710収載
糖衣錠 白 無 ｲｰﾍﾞｯﾄ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵｴ製薬 循環機能改善剤 9905中止 940708収載
裸錠 白 有 ﾀﾝﾄｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｼｵｴ製薬 気道潤滑去痰剤 0111中止 940708収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙｶｰｾﾞｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 H2受容体拮抗剤 0907ﾋｰﾄ表200mg追加

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾙｶｰｾﾞｯﾄ錠)

裸錠(長円形) 白～帯黄白 有 ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠5mg｢ｼｵ ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 5mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 鎮咳剤 0708発売

SIOE 100
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠ｼｵｴ100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ｼｵｴ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0504ﾋｰﾄ変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾌｽﾞﾚﾝK錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 徐放性ｶﾘｳﾑ剤 1010中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｴﾌ
ｽﾞﾚﾝK錠)

裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｱｽｷﾗｰ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg ｼｵｴ製薬 合成抗菌剤 9305中止

259
軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白～淡ﾍﾞｰ

ｼﾞｭ
ﾍﾓｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg 天藤製薬-武田薬品工業 経口痔核治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾓｸﾛﾝ)
糖衣錠 赤 無 ｶｲﾓﾗｰﾙ 50000ｱｰﾏｰ

単位
東京田辺製薬 抗腫脹酵素剤 9105中止

HIBON 裸錠(楕円形) 黄～淡褐黄 無 ﾊｲﾎﾞﾝ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾊｲﾎﾞﾝ

糖衣錠 白 無 ﾚﾅﾙﾁﾝ錠 肝臓加水分解物 100mg 東京田辺製薬 肝水解物製剤 9508中止 9402ﾋｰﾄ変更
(SP->PTP)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾘｽ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東京田辺製薬 消炎鎮痛剤 9303中止
CF 裸錠 白 無 ｺﾘﾝﾎｰﾙ錠2.5mg 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ 2.5mg 田辺三菱製薬 ﾁｵｷｻﾝﾃﾝ系薬剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾘﾝﾎｰﾙ錠)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｽﾓﾝ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 痙縮緩解剤 0112中止 0110社名変更

削除
LA 裸錠 白 有 ﾗｸﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 東京田辺製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで)

裸錠 白 有 ﾗｸﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として)

三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0405中止 0110社名変更
9906変更(製造元変更の
為)

ET 裸錠 白 無 ｴﾁｱｻﾞｲﾄﾞ錠 ｴﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 東京田辺製薬 降圧利尿剤 9605中止
糖衣錠 白 無 ﾏﾝﾚｰﾄ錠 ｸｴﾝ酸ﾆｶﾒﾀｰﾄ 50mg 東京田辺製薬 末梢血流改善剤 9502中止 9310本体刻印
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾙﾋﾞﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東京田辺製薬 心筋代謝改善剤 9312中止
裸錠 白 有 ｶﾙｸﾚｯﾄ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東京田辺製薬 高血圧･洞性頻脈治療剤 9403中止
裸錠 白 有 ﾍﾞﾗﾁﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 田辺三菱製薬 閉塞性気道疾患用剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾗﾁﾝ錠)
EL 裸錠 白 無 ｴﾙﾌﾞﾛｰﾑ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 三菱東京製薬 喀痰溶解剤 0011中止

裸錠 帯黄白 有 ｱﾚｷﾞｻｰﾙ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 田辺三菱製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ｱﾚｷﾞｻｰﾙ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 田辺三菱製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

裸錠 白 無 ｳﾙｿｻﾝ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名，ﾋｰﾄ（0407迄)，
品名変更に伴い

50mg 50：50mg 50 裸錠 白 無 ｳﾙｿ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 田辺三菱製薬 肝･胆･消化機能改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 040709収載，
品名変更に伴い（前：ｳﾙ
ｿｻﾝ錠50mg）

裸錠 白 有 ｳﾙｿ100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名，ﾋｰﾄ（0407迄），
品名変更に伴い

100mg 100：100mg 100 裸錠 白 有 ｳﾙｿ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 田辺三菱製薬 肝･胆･消化機能改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 040709収載，
品名変更に伴い（前：ｳﾙ
ｿ100）

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾗｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0312中止 0212ﾋｰﾄ変更
0110社名変更 9806ﾋｰﾄ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東京田辺製薬 子宮内膜症，乳腺症治療
剤

9612中止 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠
100mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠100mg ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬 子宮内膜症･乳腺症治療
剤

ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 東京田辺製薬 子宮内膜症治療剤 9702中止 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠
200mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠200mg ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 田辺三菱製薬 子宮内膜症治療剤 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

80 / 191 ページ



裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚﾆﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 東京田辺製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで)
裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚﾆﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症･癌治療剤 0312中止 0110社名変更

9905変更(製造元変更の
為)

腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
型)

白 無 ｵｷﾅｿﾞｰﾙ腟錠100mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 田辺三菱製薬 抗真菌剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｵ
ｷﾅｿﾞｰﾙV100)

腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
型)

白 無 ｵｷﾅｿﾞｰﾙ腟錠600mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 600mg 田辺三菱製薬 抗真菌剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｵ
ｷﾅｿﾞｰﾙV600)

裸錠 黄～淡褐黄 有 ﾊｲﾎﾞﾝ錠40mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾊｲﾎﾞﾝ錠

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東京田辺製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9604まで) 900713
収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0112中止 0110社名変更
00ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 東京田辺製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで) 900713
収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0112中止 0001ﾋｰﾄ記号
削除 9908ﾋｰﾄ変更(9612
以前のｺｰﾄﾞに戻した）

裸錠 白 有 ｱﾃﾞﾉｯｸ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬 尿酸生成抑制剤 1008中止 0710社名変更
（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

COL 裸錠 白 無 ｺﾙﾋﾁﾝ錠 ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 抗痛風剤 0405中止 0110社名変更
20mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾙﾓﾝ錠20mg ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
肝機能改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾙﾓﾝ錠)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｱﾝﾀﾞﾝﾄｰﾙﾘｯﾁ 塩酸ｲｿﾁﾍﾟﾝｼﾞﾙ 12mg 住友製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9602中止 9008変更

623
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

622
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 020705収載(商
品名変更 前:ｹｾﾗﾝ錠)

裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠1 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
裸錠 薄橙 有 ｹｾﾗﾝ錠1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠3 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 無 ｴﾘｽﾊﾟﾝ錠0.25mg ﾌﾙｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 0.25mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾘｽﾊﾟﾝ錠
0.25) 0201ﾋｰﾄ変更（英名
記載等）

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾋﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大日本住友製薬 消化性潰瘍治療剤，精
神･情動安定剤

0802ﾋｰﾄ裏50追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大日本住友製薬 精神･情動安定剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大日本住友製薬 精神･情動安定剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大日本住友製薬 消化性潰瘍治療剤，精
神･情動安定剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠50)
0112ﾋｰﾄ英名記載

裸錠 白 無 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠0.5mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠0.5)
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裸錠 白 有 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1)

裸錠 薄橙 有 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠2mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠2)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/淡黄 ﾅｰｼｽｶﾌﾟｾﾙ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬 抗不安剤 9007中止 ﾅｰｼｽ錠5と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

糖衣錠 淡青緑 無 ﾅｰｼｽ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬 抗不安剤 9609中止 ﾅｰｼｽｶﾌﾟｾﾙ5
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

裸錠 薄橙 無 ｴﾘﾐﾝ錠3mg ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 大日本住友製薬 不眠症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘﾐﾝ錠3)

裸錠 薄橙 無 ｴﾘﾐﾝ錠5mg ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大日本住友製薬 不眠症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘﾐﾝ錠5)

裸錠 緑 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠1 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止 0212ﾋｰﾄ商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 0006ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

裸錠 青 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠10 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0112中止
裸錠 白 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止 0211ﾋｰﾄ商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 0003ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化等

裸錠 薄橙 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠5mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾃﾞｨｰﾙ錠5)
0201ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10 ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 旧ｺｰﾄﾞ(0208迄) 960906
収載 PTPｼｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10)
0208ｺｰﾄﾞ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾌﾟｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 大日本住友製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

0707ﾋｰﾄ記号変更(DPS-
>DOPS) 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞﾌﾟ
ｽｶﾌﾟｾﾙ100) 0208ﾋｰﾄ変

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾌﾟｽｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 大日本住友製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

0707ﾋｰﾄ記号変更(DPS-
>DOPS) 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞﾌﾟ
ｽｶﾌﾟｾﾙ200) 0208ﾋｰﾄ変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾙｰﾗﾝ錠4mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 4mg(塩酸ﾍﾟﾛ
ｽﾋﾟﾛﾝとして)

大日本住友製薬 抗精神病剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙｰﾗﾝ錠4)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ﾙｰﾗﾝ錠8mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 8mg(塩酸ﾍﾟﾛ
ｽﾋﾟﾛﾝとして)

大日本住友製薬 抗精神病剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙｰﾗﾝ錠8)

裸錠 淡黄赤 有 ﾎﾟﾚｵﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 住友製薬 化学療法剤 9108中止
裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾈﾙ錠200 ｴﾁﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本住友製薬 骨代謝改善剤 14錠ﾋｰﾄには｢DID-200｣

記載なし 0205ﾋｰﾄ変更
0.15μ 裸錠 白 無 ﾌﾙｽﾀﾝ錠0.15 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.15μ g 大日本住友製薬-ｷｯｾｲ

薬品工業
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 010601収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
0.3μ 裸錠 白 有 ﾌﾙｽﾀﾝ錠0.3 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.3μ g 大日本住友製薬-ｷｯｾｲ

薬品工業
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 010601収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾒﾙﾋﾞﾝ錠 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 住友製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504頃迄) 02本

体およびﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化，錠
剤形状変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾙﾋﾞﾝ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 大日本住友製薬 ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系経口血糖降
下剤

1109中止 090324収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾙﾋﾞ
ﾝ錠) 0803剤型変更(前:裸
錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 大日本住友製薬 鎮痛･解熱･抗炎症剤 020705収載(商品名変更
前:ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP)，ﾋｰﾄ商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）
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37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 大日本住友製薬 鎮痛･解熱･抗炎症剤 020705収載(商品名変更
前:ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP)，商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 住友製薬 鎮痛･解熱･抗炎症剤 0409中止 9710PTPｼｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化，裏商品名記載(ｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大日本住友製薬 H2受容体拮抗剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更（製造
元変更に伴い）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 大日本住友製薬 H2受容体拮抗剤 0504頃本体ｺｰﾄﾞ変更
裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟｸﾘﾝ錠200 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大日本住友製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0201ﾋｰﾄ変更 9706PTP

ｼｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾀﾌﾟﾚﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 住友製薬 血圧降下剤 9208中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾘﾄﾞｰﾙ腸溶錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 住友製薬 脳血流障害改善剤 9904中止 9710PTPｼｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾊﾘﾄﾞｰﾙ腸溶錠50 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 50mg 住友製薬 脳血流障害改善剤 9804中止 9706ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄緑透明 ﾄﾘﾃﾚﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 京都薬品工業-大日本住

友製薬
利尿･血圧降下剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾘﾃﾚﾝ･ｶﾌﾟｾ
ﾙ) 9710PTPｼｰﾄ変更(TR
削除)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾄﾘﾃﾚﾝS ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ､ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 京都薬品工業-住友製薬 降圧利尿剤 9212中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄橙 ｱﾙﾃｽ ﾒﾘﾅﾐﾄﾞ 250mg 住友製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ吸収抑制剤 0006中止
糖衣錠 薄橙 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整

脈治療剤，本態性振戦治
療剤

旧ﾋｰﾄ(1008迄)

糖衣錠 白 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

旧ﾋｰﾄ(1008迄)

糖衣錠 白 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

1008ﾋｰﾄ変更(ALM削除
等)

糖衣錠 薄橙 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

1008ﾋｰﾄ変更(ALM削除
等)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗薬)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠2.5)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗薬)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/無透明 ﾀﾞﾝ･ﾘｯﾁ 住友製薬 上気道炎治療剤 0312中止 9705PTPｼｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/無透
明

ﾄｸﾚｽｽﾊﾟﾝｽｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
30mg

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大日本住友製薬 鎮咳剤 0802ﾋｰﾄ裏30追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｸﾚｽｽﾊﾟﾝｽｰ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0208ﾋｰﾄ変更，商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）等 020705収載
(商品名変更 前:ｹﾞﾌｧﾆｰﾙ
ｶﾌﾟｾﾙ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～黄 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

9704PTPｼｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～黄 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0301ﾋｰﾄ変更 9705PTP
ｼｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0208ﾋｰﾄ変更，商品名記
載等 9706PTPｼｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐/淡褐 ｽﾄﾐﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 大日本住友製薬 消化酵素剤 0809中止 05販売中止回
避

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 0504社
名変更(合併) 0203本体
商品名記載

83 / 191 ページ



硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0403本体商品名記載(ｶﾀ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0403本体商品名記載(ｶﾀ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0402本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更

裸錠 薄紅 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 8805ｼｰﾄ
変更

裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 0510製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬) 0504社名変更(合

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ･藤沢薬品工
業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9711製
造元変更 910315収載

裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで) SP-
>PTP

裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 8805ｼｰﾄ
変更

裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 藤沢薬品工業 利尿降圧剤 0208中止 9712ﾋｰﾄ裏変

更(ALT削除)，表裏商品
名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤
221削除等)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤
251削除等)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｺﾛﾈﾙ錠500mg ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ 500mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏性腸症候群治療剤 0606ﾋｰﾄ若干変更 0510
製造元社名変更 0504社
名変更(合併)

裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 0106中止 9704ﾋｰﾄ裏変
更(GSFP125削除)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠50mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 911129
収載

CFDN
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，0402本体商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更
0310製造元社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 0907ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)

CFIX
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9705
ﾋｰﾄ裏変更

0.25mg
糖衣錠 淡黄緑 無 ｼﾞｷﾞﾗﾉｹﾞﾝC錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社

名変更 0504社名変更(合
併)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 911129
収載

CFDN
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1012迄)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1012ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社

名変更 0504社名変更(合
併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 1002ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9707
ﾋｰﾄ裏変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微帯黄
白

有 ｾﾛｹﾝL錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg 藤沢薬品工業 徐放性高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 920417
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁﾝ 2mg（ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁ
ﾝとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，製造販
売元変更に伴い(新：長生
堂製薬-田辺製薬販売)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙黄 ﾃﾞｺﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症治療剤 9612中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅白 無 ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠7.5mg 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏大腸症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠)
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0204迄)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （胃・十二指腸潰瘍，統合

失調症，うつ病・うつ状
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病，うつ病，胃･
十二指腸潰瘍治療剤

旧本体･ﾋｰﾄ(0204迄)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神分裂病，うつ病，胃･
十二指腸潰瘍治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0205迄)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （統合失調症，うつ病・う

つ状態）
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ､ﾌｪﾉﾊﾞ
ﾙﾋﾞﾀｰﾙ

7.5mg，15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏大腸症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｺﾛﾝP錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （統合失調症，うつ病・う

つ状態）
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠 ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 5mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0008中止 9809ﾋｰﾄ変更
(5NV削除)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠2mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢25｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 25mg ｱｲﾛﾑ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0604社名変更(前:小林製
薬工業) 0504承継，販売
移管(藤沢薬品より) 0203
ﾋｰﾄ裏変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠 ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ錠)，

除等)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢50｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9612中止 8712ｼｰﾄ変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠5mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 0.5mg（ﾀｸﾛﾘ

ﾑｽとして）
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄)
糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 1102頃ﾋｰﾄ若干変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 1mg（ﾀｸﾛﾘﾑ

ｽとして）
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品
工業

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品
工業

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0108中止 9712ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ
変更

糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 1103頃ﾋｰﾄ若干変更
糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾞﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 藤沢薬品工業 微小循環改善剤 99中止 9710ﾋｰﾄ裏変更

(PEN削除)，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠10mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 藤沢薬品工業 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 消化器機能異常治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ
変更

糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 11頃ﾋｰﾄ若干変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/灰赤 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ

として)
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

健胃消化剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0203本体商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)) 9704ﾋｰﾄ変

糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾘﾝ錠 臭化ﾌﾟﾘﾌｨﾆｳﾑ 15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成鎮痙剤 0512中止 0510製造元社
名変更 0504社名変更(合
併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾄﾗｷｼﾝ錠 ﾒﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 第一製薬 精神神経安定剤 9207中止
糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠10mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg(ﾛﾌｪﾌﾟﾗ

ﾐﾝとして)
第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ裏変更，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠25mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 第一三共 消化器系鎮痙･鎮痛剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠)

裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

橙 有 ﾄﾗﾝｺﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 第一製薬 静穏筋弛緩剤 9610中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠100mg ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 第一三共 抗炎症鎮痛剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞﾛﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 第一三共 消炎鎮痛剤 0903中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱｸﾁﾅﾐﾝ 塩化ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ 10mg 第一製薬 胃腸機能改善剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 薄橙 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠40mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 40mg 第一三共 統合失調症治療剤 1004よりﾊﾞﾗ包装のみ
糖衣錠 白 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠20mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 20mg 第一三共 統合失調症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

裸錠 橙 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ

D119 裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 1006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共 抗精神病剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 田辺三
菱製薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠125mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 第一三共 不整脈治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 97ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠250mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 250mg 第一三共 不整脈治療剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠 白 有 ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠10mg 塩酸ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ 10mg 第一三共 脳･末梢血行動態改善

剤，子宮鎮痙剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠)

裸錠 薄橙 有 ｱﾎﾟﾌﾟﾛﾝ錠0.25mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.25mg 第一三共 高血圧症治療剤，精神神
経疾患治療剤

0806商品名変更(前:ｱﾎﾟ
ﾌﾟﾛﾝ錠)

裸錠 白 無 ﾐｵﾄﾛﾝ錠 ﾌﾗｻﾞﾎﾞｰﾙ 1mg 第一製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9603中止 9003変更

87 / 191 ページ



ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 第一製薬 脳循環代謝改善剤 9911中止 97ﾋｰﾄ裏変更

記載(ｶﾀｶﾅ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠30mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療

剤
に伴い，前:第一製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠60mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 60mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療
剤

に伴い，前:第一製薬)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 第一三共ｴｽﾌｧ 高脂血症治療剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠1.25mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 1.25mg 第一三共 慢性心不全治療剤

に伴い，前:第一製薬)
021206収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠2.5mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 2.5mg 第一三共 慢性心不全治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠10mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 第一三共 持続性高血圧･狭心症治
療剤 慢性心不全治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

体割線追加，ｺｰﾄﾞ印刷→
刻印，ｻｲｽﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠20mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 第一三共 高血圧･狭心症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0704
社名変更(統合に伴い，
前:第一製薬)

2mg:2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0705

4mg:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈﾗﾝ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎﾙﾐﾗｰｾﾞ 第一製薬 消化酵素剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ錠5mg ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 5mg 第一三共 ﾚﾄﾛ･ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟｽﾑｽ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 第一製薬 胆･膵･尿路鎮痙剤 0312中止 98ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾉｲｴﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍

治療剤
1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾝﾃｯｸ錠200mg ﾏﾛﾁﾗｰﾄ 200mg 第一三共 肝蛋白代謝改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝﾃｯｸ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ
ﾋﾞﾒﾘﾝとして)

第一三共 口腔乾燥症状改善薬

に伴い，前:第一製薬)
0202製造元変更(前:雪印
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠200mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾ

裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
020705収載(商品名変更
前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白～淡黄白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)

ATP20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ATP腸溶錠20mg｢第一三

共｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 第一三共 ATP製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ATP腸溶錠”
第一”)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0808迄) 0710承継
(第一三共より) 0705ﾋｰﾄ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠)

裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 第一三共 結核化学療法剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載(商品名変更 前:ｳｲﾝ
ﾄﾏｲﾛﾝ錠)

裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 98ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 第一三共 結核治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

第一三共 広範囲経口抗菌剤 1003中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ

ﾋﾞﾒﾘﾝとして)
第一三共 口腔乾燥症状改善薬

に伴い，前:第一製薬)
0202製造元変更(前:雪印
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(日研) 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ 100mg 日研化学 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
糖衣錠 黄 無 ｴｸｽﾀｺｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日研化学 中枢性筋弛緩剤 9205中止
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾝﾌﾟﾛﾝ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日研化学 肝臓疾患用剤 0111中止 9704ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 緑 無 ﾕｰｸﾘﾀﾞﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾆｶﾒﾀｰﾄ 50mg 日研化学 損傷組織賦活剤 9404中止
糖衣錠 白 無 ﾕｰｾﾙﾑ錠50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日研化学 抗痙縮剤 9405中止
糖衣錠 白 無 ﾕｰｾﾙﾑ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日研化学 抗痙縮剤 9402中止
糖衣錠 類白 無 ｿﾌｧﾘｰﾄﾞ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日研化学 抗めまい剤 0104中止 9704ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白～淡黄 有 ｽﾊﾟｽﾒｯｸｽ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 興和-興和創薬 平滑筋鎮痙剤 0804中止 0610社名変

更，統合に伴い(前:日研
裸錠 白 無 ｽﾞﾊﾞﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日研化学 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
9207中止

裸錠 白 有 ｸﾛﾄﾘﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 日研化学 高血圧治療剤 9305中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(ｺｰﾜ) 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ 100mg 興和-興和創薬 不整脈治療剤 0909中止 070629収載(商

品名変更に伴い，前:硫
酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(日研))

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 暗赤～赤紫 無 ﾌｪﾛﾘﾀｰﾄﾞ 乾燥硫酸鉄 285.6mg 日研化学 徐放性鉄剤 0102中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙS錠15mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 15mg 興和-興和創薬 心機能･組織循環促進剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙS錠)
徐放性錠剤 白 無 ｾﾚﾆｶR錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 興和-興和創薬･田辺三

菱製薬
抗てんかん剤・躁状態治
療剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0610製造販
売会社社名変更，統合に
伴い(前:日研化学)

徐放性錠剤 白 無 ｾﾚﾆｶR錠400mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 400mg 興和-興和創薬･田辺三
菱製薬

抗てんかん剤・躁状態治
療剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0610製造販
売会社社名変更，統合に
伴い(前:日研化学)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/帯淡黄 ﾊﾟﾗﾌﾟﾛｽﾄ配合ｶﾌﾟｾﾙ 興和-興和創薬 排尿障害治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾗﾌﾟﾛｽﾄ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾙﾋﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200 ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 日研化学 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9302中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾌｨﾌﾞﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 日研化学 脂質代謝改善剤 0306中止 0112ﾋｰﾄ変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾎﾟｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 日研化学 不整脈治療剤 0408中止 0201ﾋｰﾄ変更

NZ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

NZ 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

NZ 1 NZ1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9812ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載)，表裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

NZ 2 NZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9902ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載) ﾋｰﾄ表裏商品名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾅ錠10mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 10mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾅ錠) ﾊﾞﾗの

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾈﾝ錠1mg 塩酸ﾄﾘﾌﾟﾛﾘｼﾞﾝ 1mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾝ錠) ﾊﾞﾗ
包装のみ

CBT100 sato 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠100mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ
ﾙとして)

佐藤製薬 広域駆虫剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ｱﾚﾙﾄﾝL d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9311中止
裸錠 白 有 ｳﾛﾀﾞｳﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ

ﾌﾟﾘﾑ
佐藤製薬 合成抗菌剤 0104中止

裸錠 白 有 ｳﾛﾀﾞｳﾝS ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

佐藤製薬 合成抗菌剤 0104中止

腟錠 白 ﾊﾟｳｿﾞｰﾙ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg 佐藤製薬 抗真菌剤 0111中止　900713収載
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EISAI SL001 1mg:SL001 EISAI 1 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

EISAI WF001 裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
0208ﾋｰﾄ変更

EISAI SL002 2mg:SL002 EISAI 2 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠2mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9210ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｹｲﾂｰｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK2製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0208ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 無 ﾆﾄﾛｰﾙ錠5mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg ｴｰｻﾞｲ 狭心症治療剤 0706商品名変更(前:ﾆﾄ
ﾛｰﾙ錠) 舌下錠(狭心症
発作時)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾉｲｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲｷﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表記号(5mg)追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄味赤/黄赤 ｹｰﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9110変更

裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾛﾐﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0802ﾋｰﾄ表10mg追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾓｸﾛﾐﾝ錠)

裸錠 白 有 ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9502
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EISAI NL015 EISAI NL015 15mg 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾅｰﾙ錠15mg ﾄﾘﾊﾟﾐﾄﾞ 15mg ｴｰｻﾞｲ 血管･腎作動性高血圧治
療剤

9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/黄赤 ｹｰﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾄﾛｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｴｰｻﾞｲ 狭心症治療剤 9605ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗灰/白 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9701ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9203変

裸錠 白 無 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝ錠25mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

250μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9409中止 9110変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡黄褐 ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0206ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙR錠3mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 3mg ｴｰｻﾞｲ α 1遮断降圧剤 9505ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙR錠6mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 6mg ｴｰｻﾞｲ α 1遮断降圧剤 9505ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 胃炎･胃潰瘍治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9310ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠50mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

500μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫 ﾊﾟﾝｺﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 慢性膵炎治療剤 0306中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/白 ﾕﾍﾞﾗﾆｺﾁﾈｰﾄ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾕﾍﾞﾗNｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾚｶﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ｴｰｻﾞｲ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0306中止 0206ﾋｰﾄ変更
9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)
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糖衣錠 桃褐 無 ﾄﾗｷﾗﾝ錠15mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 15mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 9505中止
糖衣錠 桃褐 無 ﾄﾗｷﾗﾝ錠50mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 50mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 9505中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠50mg 塩酸ﾌﾛﾛﾋﾟﾊﾟﾐﾄﾞ 50mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾌﾞﾁﾛﾌｪﾉﾝ系統合失調症

治療剤
0801ﾋｰﾄ表50mg追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠)

糖衣錠 淡黄赤 無 ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠0.25mg ｽﾋﾟﾍﾟﾛﾝ 0.25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 精神分裂病治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠)

糖衣錠 橙黄 無 ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠1mg ｽﾋﾟﾍﾟﾛﾝ 1mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 精神分裂病治療剤 9804ﾋｰﾄ包装のみ中止
糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9702ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠80mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ｺﾘｵﾊﾟﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 0205ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾐｵﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 筋緊張改善剤 9502ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾚﾎﾟｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 脳血管性精神症状改善

剤
9805中止 9602ﾋｰﾄ裏商
品名記載

裸錠 白 無 ﾒﾘｽﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ﾒﾘｽﾛﾝ錠)

裸錠 白 有 ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 9908ｺｰﾄﾞ変更 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(0909迄) 0701ﾋｰﾄ
表200mg追加，商品名変
更に伴い 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾕﾍﾞ
ﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ)

糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾌｨﾘﾝ配合錠 ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 喘息治療薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾌｨﾘﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｰｻﾞｲﾑ ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ､ｺｰﾙ酸 300mg，
20mg

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 膵臓性消化酵素剤 0106中止 9603ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 黄緑 無 ﾜｿﾗﾝ錠40mg 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴｰｻﾞｲ・ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 冠血管拡張剤 0702ﾋｰﾄ表40mg追加，商
品名変更に伴い 061208
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾜｿﾗﾝ錠) 0207ﾋｰﾄ

糖衣錠 橙 無 ﾉｲｷﾉﾝ糖衣錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9604ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｽﾁｰﾑ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

ｴｰｻﾞｲ 脂質代謝異常改善剤 0702ﾋｰﾄ表1800追加，商
品名変更に伴い 061208
収載(商品名変更に伴
い，前:ｴﾗｽﾁｰﾑ錠)

糖衣錠 微黄赤～帯
黄赤

無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠0.5mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠1mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠3mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 3mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

1004中止

糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾌﾘｰｶﾌﾟｾﾙ100mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症

剤
9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910524収載

裸錠 白 無 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠50mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 50mg ｴｰｻﾞｲ 頻脈性不整脈治療剤 9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910823収載

裸錠 白 無 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠100mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 100mg ｴｰｻﾞｲ 頻脈性不整脈治療剤 9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910823収載
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軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｸﾞﾗｹｰｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0812迄)
軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｲﾝﾌﾘｰSｶﾌﾟｾﾙ200mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症

剤
旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠20mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤橙 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療 071221収載
裸錠（口腔内
崩壊）

黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

040625収載

裸錠（口腔内
崩壊）

白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

040625収載

裸錠（口腔内
崩壊）

淡赤 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

071221収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青～青/微
黄赤～淡黄
赤

ﾈｵﾏｲｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg ｴｰｻﾞｲ 化学療法剤 9907中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9201ﾋｰ
ﾄ変更

軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫 ﾊﾞﾙｺｿﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸ
ｼﾈｰﾄ，ｶｻﾝｽﾗﾉｰﾙ

30mg，15mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 便秘治療剤 0410中止 0302本体，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化，本体色調もやや
明るめに

裸錠 淡黄 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0404発売
裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0407本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
裸錠 帯赤橙 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更
糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ﾁｮｺﾗA錠1万単位 ﾋﾞﾀﾐﾝA油 10000ﾋﾞﾀﾐﾝA

単位
ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝA製剤 0701ﾋｰﾄ記号変更(表1万

単位追加，裏10mg->1万
単位)，商品名変更に伴

糖衣錠 橙 無 ﾕﾍﾞﾗ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞﾗ錠)，ﾋｰﾄ
表50mg追加

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾞﾙﾐﾝ錠 ｴﾀﾝｼﾗｰﾄ 250mg ｴｰｻﾞｲ 対血管性出血治療剤 9907中止 9212本体ｺｰﾄﾞ
化，ﾋｰﾄ変更

250μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

500μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704
収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠） 0110ﾋｰﾄ裏商
品名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704
収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠（200mg）） 0110
ﾋｰﾄ裏商品名記載

裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

0206中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄ錠105mg 硫酸鉄 525mg(鉄とし
て105mg)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 徐放型鉄剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9702ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0302製造元変更 0201ﾋｰ

除等)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 9702ﾋｰﾄ

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
910524収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0403錠剤小型化 0302製
造元変更 0112ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9909中止 971120収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ 白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0604販売元変更(前:大日

本住友製薬) 0302製造元
社名変更 990910収載

裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0604ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前:大日本
住友製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0604ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前:大日本
住友製薬)

裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0706ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0304ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0305迄) 0302社名
変更 9709ﾋｰﾄ表裏変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9410割線有

裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0704ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0305ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0705ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0304ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0706ﾋｰﾄ若干変更 0604
製造販売元変更(前:大日
本住友製薬) 0304ﾋｰﾄ変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠75mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 0302製
造元変更 9705ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0303迄） 0302製
造元社名変更 9705ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

0703本体小型化 0604販
売元変更(前:大日本住友
製薬) 0303ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本住友製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 97ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗不安剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg)
軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｶﾚﾄﾗ･ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ，ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 133.3mg，

33.3mg
ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(HIV

感染症治療剤)
0610中止 0604販売元変
更(前:大日本住友製薬)
0302製造元変更

0.625 糖衣錠(楕円
形)

白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg ﾜｲｽ-旭化成ﾌｧｰﾏ 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 0407中止 0312社名変更
0310社名変更 9907ｺｰﾄﾞ､
剤型変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
9401変更

裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0406ﾋｰﾄ変更，裏商品名
変更等 0310社名変更
9401変更

裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成 精神神経安定剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9402変更
裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系抗不安 0512中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ｻﾝﾌﾗｰﾙS ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0407ﾋｰﾄ変更
0310社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

耳:SUN-F200 裸錠 白 無 ｻﾝﾌﾗｰﾙ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成工業 抗悪性腫瘍剤 9912中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾄﾝ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0801中止 0310社名変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾄﾝ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0801中止 0406SP包装裏

変更 0310社名変更
裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 9506中止 9308変更
裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成 利尿･降圧剤 01頃中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成 血圧降下剤 0001中止 9709ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9308変
裸錠 白 有 ﾄﾚﾊﾞﾝｽ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性ACE阻害降圧剤 0704頃中止 0310社名変

更 0206ﾋｰﾄ変更 990709
収載 ﾋｰﾄ表商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)
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裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更，ﾋｰﾄ表裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾓｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 0310社名変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾙﾅｰﾙ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

0310社名変更 020705収
載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

080704収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

070706収載

裸錠 黄白～淡黄 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

050708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 筋緊張･循環改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠)
0310社名変更

裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(旭化成) 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成 制酸剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載 960705収
載

裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠500mg｢旭化成｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:炭ｶﾙ錠(旭化
成))

裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0311本体刻印5追加
0310社名変更 0306ﾋｰﾄ
裏5ｍｇ追加 0109商品名
変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭

裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0512中止 0310社名変更
裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化

成)
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧本体，旧ﾋｰﾄ(9912ま

で) 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載

裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9912本体刻印(1)追加等

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/無透
明

ﾌﾟﾛｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9702中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄 ﾄｷｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 旭化成 代謝性強心剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0602ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(日清ﾌｧﾙﾏより)

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0603ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(日清ﾌｧﾙﾏより)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｷｻｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9903中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｲﾀﾞｼﾞﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 旭化成-ｱｽﾞｳｪﾙ 循環機能改善剤 0101中止 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 0104本体
外形，剤形(旧:裸錠)変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0212ﾋｰﾄ
変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0210迄) 0104本体
外形，剤型(旧:裸錠)変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0210ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾁﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 旭化成工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9301中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9307変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠100mg ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｶﾏｲｼﾝ錠)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 9410中止 9308変更
裸錠 白 有 ｻﾝｱｼﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704頃中止 0310社名変

更 000707収載，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 山之内製薬 冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
糖衣錠 黄 無 ｸﾗﾋﾟﾉﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 平滑筋弛緩剤 0201中止 9103製造元(三

全->東亜)
軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｺﾚﾅｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 山之内製薬 抗高脂血症剤 9803中止
糖衣錠(楕円 橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
糖衣錠(楕円 橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
糖衣錠 橙 無 ｽﾊﾟﾒﾄﾘﾝM錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 東亜薬品-山之内製薬 子宮収縮止血剤 9603中止 9102製造元(三

全->東亜)
裸錠 白 有 ｱﾙﾄｼﾝ錠0.5g ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 0.5g 山之内製薬 経口血糖降下剤 9803中止
裸錠 白 有 ｳｲﾝｽﾄﾛｰﾙ ｽﾀﾉｿﾞﾛｰﾙ 2mg 山之内製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ製剤 0208中止
裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 長生堂製薬 冠血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 0804製

造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0912迄) 0804製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾐﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾓﾙﾌｧﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮咳剤<非麻薬> 0912ﾋｰﾄ表10mg削除等
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾐﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠150mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質
製剤

0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
μ g 裸錠 白～灰白 有 ｱﾄｯｸ錠40μ g ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ 40μ g 山之内製薬 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9708ﾋｰﾄ

裏変更
μ ｇ:40μ ｇ 裸錠 白～灰白 有 ｱﾄｯｸ錠40μ g ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ 40μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 気管支拡張剤 0504社名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾚﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾛｷｻｼﾞﾝ 20mg 山之内製薬 脳機能改善剤 9805中止 9612ﾋｰﾄ裏変
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質

製剤
0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠3mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠10mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ｵﾘﾊﾞｰ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9102製造

元(三全->東亜)
裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾌﾙﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 山之内製薬 微結晶ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ製剤 9803中止 9303変更(SP-

>PTP)
μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25μ g 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9705ﾋｰﾄ

裏変更
μ g:250μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0803中止 0504社名変更

(合併)
μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9707ﾋｰﾄ

裏変更
500μ μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0803中止 0504社名変更

(合併)
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糖衣錠 微帯黄白 無 ｺﾒﾀﾐﾝ錠25 ｼｺﾁｱﾐﾝ 25mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9602中止
糖衣錠 微帯黄白 無 ｺﾒﾀﾐﾝ錠50 ｼｺﾁｱﾐﾝ 50mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9507中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾉｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 山之内製薬 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9709ﾋｰﾄ

裏変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾉｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 山之内製薬 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0403中止 0207ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾀｰ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1003ﾋｰﾄ若干変更
糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾀｰ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1001ﾋｰﾄ若干変更

GaOD10mg
口腔内崩壊錠 微帯緑白～

帯緑白
無 ｶﾞｽﾀｰOD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 山之内製薬 H2受容体拮抗剤 0007中止  970627収載

GaOD20mg
口腔内崩壊錠 微帯緑白～

帯緑白
無 ｶﾞｽﾀｰOD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 山之内製薬 H2受容体拮抗剤 0007中止 970627収載

口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞｽﾀｰD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1009ﾋｰﾄ若干変更 0504
社名変更(合併)

口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞｽﾀｰD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1007ﾋｰﾄ若干変更 0504
社名変更(合併)

裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢山之内｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 山之内製薬 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0205製造元変更，0206中
止(京都薬品工業へ承
継，ｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.25)

糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾘｺﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 9912中止 9709ﾋｰﾄ裏変
糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 9709ﾋｰﾄ
変更

糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠50mg ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ
錠，50mgと200mgが同じ
商品名だった)

糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9705ﾋｰﾄ
変更

糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠200mg ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬・日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ
錠，50mgと200mgが同じ
商品名だった)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｾｺﾞﾝ錠25mg 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛剤 0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ｽﾒﾄﾞﾘﾝ錠 ｴﾄﾐﾄﾞﾘﾝ 3mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 0006中止 9710ﾋｰﾄ裏変
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg 山之内製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 990813

収載 ﾋｰﾄ裏に｢食直前に
服用｣の記載あり

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0605迄) 0504社
名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg 山之内製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(02～03にかけて
変更) 990813収載 ﾋｰﾄ裏
に｢食超然に服用｣の記

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0604迄) 0504社
名変更(合併)

糖衣錠 白 無 ﾄﾘｵﾐﾝ2mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg 山之内製薬 精神安定剤 0311中止 0211ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾄﾘｵﾐﾝ4mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg 山之内製薬 精神安定剤 0311中止 0304ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾄﾘｵﾐﾝ8mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg 山之内製薬 精神安定剤 9301中止
糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 山之内製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9705ﾋｰﾄ

裏変更
糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 山之内製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9705ﾋｰﾄ

裏変更
糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0504社名変更(合併)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ25 ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 山之内製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症

候群治療剤
旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9705ﾋｰﾄ
裏変更
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1006迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ25)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ50 ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 山之内製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9706ﾋｰﾄ
裏変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1010迄)

口腔内崩壊錠 薄赤み黄/く
すんだ赤み

無 ﾅｾﾞｱOD錠0.1mg 塩酸ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0504社名変更(合併)

糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠5mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0212販売中止 0108ﾋｰﾄ
裏商品名記載，記号

糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠10mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 0109商品
名変更(旧:ﾊﾞﾗﾝｽ錠)

糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠10mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
裸錠 白 有 ﾎﾟﾘﾚｸﾞﾛﾝ錠 ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg 山之内製薬 降圧利尿剤 9602中止
裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9711ﾋｰﾄ

裏変更
裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9709ﾋｰﾄ

裏変更
裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰトﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0712中止
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9704ﾋｰﾄ

裏変更
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0209ﾋｰﾄ変更
糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾀﾖﾉﾝ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9803中止
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄）  9705ﾋｰ

ﾄ裏変更
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0301ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9706ﾋｰﾄ

裏変更
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0212ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ﾋﾟﾗﾐｽﾁﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0702商品名変更(前:ﾋﾟﾗﾐ

ｽﾁﾝ錠) 0504社名変更
(合併) 0301ﾋｰﾄ変更，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ）

裸錠 薄橙 有 ﾋﾊﾟﾄｰﾙ錠10 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 山之内製薬 降圧剤 9610中止
糖衣錠 橙 無 ﾋﾊﾟﾄｰﾙ錠50 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 50mg 山之内製薬 降圧剤 9301中止
糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾒﾁﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 山之内製薬 消化器機能異常改善剤 0105中止 9709ﾋｰﾄ裏変
糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾒﾁﾝ錠10 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 10mg 山之内製薬 消化器機能異常改善剤 0005中止 9709ﾋｰﾄ裏変
裸錠 白～微帯黄

白
有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠10mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 10mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9707ﾋｰﾄ

裏変更
裸錠 白～微帯黄

白
有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠10mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 10mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 0403中止 0303ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
裸錠 白～微帯黄 有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠30mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 30mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 9707中止
裸錠 白～微帯黄 有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 20mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 9612中止
糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗性降圧剤 0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 循環機能改善剤 0504社名変更(合併)

010907収載(商品名の変
更 前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9708ﾋｰﾄ
裏変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg（ﾌｪﾉﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝとして）

山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0403中止 0302ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠300mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 300mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 9604中止
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1009迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLA20mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ
LA40mg)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾉﾝ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 1008ﾋｰﾄ若干変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾉﾝ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 1009ﾋｰﾄ若干変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐

黄(白帯)
ﾋﾎﾟｶ5mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐
黄(白帯)

ﾋﾎﾟｶ10mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐
黄(白帯)

ﾋﾎﾟｶ15mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/白 ﾊﾙﾅｰﾙ0.1mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509中止，ﾊﾙﾅｰﾙD錠
0.1mg ，0.2mgが0506収
載 0504社名変更(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ﾊﾙﾅｰﾙ0.2mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509中止，ﾊﾙﾅｰﾙD錠
0.1mg ，0.2mgが0506収
載 0504社名変更(合併)

口腔内崩壊錠 白 無 ﾊﾙﾅｰﾙD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0908迄) 050610
収載

口腔内崩壊錠 白 無 ﾊﾙﾅｰﾙD錠0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0906頃迄)
050610収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾐﾆﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 山之内製薬 消化酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 9103本
体追加

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾄﾛﾝ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 山之内製薬 三環系抗うつ剤 9910中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾄﾛﾝ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 山之内製薬 三環系抗うつ剤 9910中止

YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg 山之内製薬 精神安定剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9908ﾋｰﾄ
変更(SP->PTP)

YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神安定剤 0903中止 0504社名変更
(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾔﾏｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 山之内製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(03頃迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾔﾏｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 山之内製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0311中止 03頃ﾋｰﾄ変更
9708ﾋｰﾄ裏変更

裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 山之内製薬 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠10mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 血行動態改善型降圧剤 0504社名変更(合併)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠20mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 20mg 山之内製薬 血行動態改善型降圧剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 9610ﾋｰﾄ

裏変更 920529収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠20mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 血行動態改善型降圧剤 1103中止 0504社名変更

(合併)
裸錠 白 無 ﾔﾏﾌｰﾙ錠 ｶﾙﾓﾌｰﾙ 100mg 山之内製薬 抗癌剤 0105中止 9710ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄紅 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
5mg 山之内製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
旧ﾋｰﾄ 0108本体P-D削

PD)削除
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄紅 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0504社名変更(合併)
000502収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

10mg 山之内製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ 0108本体P-D削

PD)削除 000502収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0504社名変更(合併)
000502収載

糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽﾄ
ﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.05mg

ﾌｧｲｻﾞｰ-あすか製薬，武
田薬品工業

黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ)
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FJTD 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業-ﾜｲｽ，武
田薬品工業

経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄) 0312
社名変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾝ

WPX0.5 裸錠 白 無 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠0.5 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ-山之内
製薬

ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0203迄)

裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ100 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 日本ﾜｲｽ 持続性消炎･鎮痛剤 9811中止
WPX1.0 裸錠 白 有 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠1.0 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ-山之内

製薬
ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0203迄)

裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ･ｱｽﾞｳｪﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 0109中止
DRT-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾉﾚｽﾄ50 ﾌｪﾝﾁｱｻﾞｸ 50mg 日本ﾜｲｽ-日本商事，ﾜｲ

ｽ･ｴｰｻﾞｲ
解熱鎮痛消炎剤 9112中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(1101迄) 0312社

DRT-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾉﾚｽﾄ100 ﾌｪﾝﾁｱｻﾞｸ 100mg 日本ﾜｲｽ-日本商事，ﾜｲ
ｽ･ｴｰｻﾞｲ

解熱鎮痛消炎剤 9112中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(11頃迄) 0312社

糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ
ﾘｰ

結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ
ﾘｰ

結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9912中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｱｾﾉｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9012中止

裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀSF錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾗﾝﾀ-SF錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾒﾘﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｷｯｾｲ薬品工業 切迫流･早産治療剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ｳﾃﾒﾘﾝ），ﾋｰﾄ変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｸﾁﾙ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 平滑筋収縮緩和剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前：ﾀﾞｸﾁﾙ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾒｺｰﾙ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 胆道疾患治療剤 0509中止 0201ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾝﾀ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｷｯｾｲ薬品工業 高血圧症治療剤 0308中止 02ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再

BE)削除，表裏品名商品
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患，ｹﾛｲﾄﾞ･

肥厚性瘢痕治療剤
050610商品名変更(前:ﾘ
ｻﾞﾍﾞﾝ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾘﾌﾘｰﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 抗悪性腫瘍剤 0203中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲｱﾘｺｰﾙ錠 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ｷｯｾｲ薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0308中止 0208ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

DL1)削除等
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠50mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 気道粘液溶解剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠）
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾛｰﾙ錠12mg 塩酸ﾃﾛｼﾞﾘﾝ 12mg ｷｯｾｲ薬品工業 頻尿･尿失禁治療剤 9109中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲｱﾘｺｰﾙ錠20mg 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg ｷｯｾｲ薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0308中止 0210ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

DL2)削除
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 気道粘液溶解剤 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾛｰﾙ錠24mg 塩酸ﾃﾛｼﾞﾘﾝ 24mg ｷｯｾｲ薬品工業 頻尿･尿失禁治療剤 9109中止
裸錠 白 無 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠5mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和 5mg ｷｯｾｲ薬品工業 速効型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進 040423収載
裸錠（長円形） 白 有 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠10mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和 10mg ｷｯｾｲ薬品工業 速効型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進 040423収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

裸錠 白 無 ｶﾞｽｺﾝ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ｷｯｾｲ薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤
加)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性解熱鎮痛消
炎剤

0508中止 0207ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載

裸錠 白 無 ｶﾞｽｺﾝ錠80mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 80mg ｷｯｾｲ薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤
加)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾒﾅﾝ錠100mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息治療剤)

0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 高脂血症治療剤 0204ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾒﾅﾝ錠200mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息治療剤)

0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 高脂血症治療剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠）

μ g:250μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾈｵﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｷｯｾｲ薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0410中止
TJN 283:SPR 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 持続性気管支拡張剤･腹

圧性尿失禁治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾈｵﾏｲﾄﾞ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｷｯｾｲ薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0410中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤 0508中止 0201ﾋｰﾄ変更

R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-大正富山医薬品 H2受容体拮抗剤 0809中止 0304大正富山
医薬品販売

DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

腸溶性糖衣錠 淡類黄 無 E･A･C錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 富山化学工業-大正富山
医薬品

解熱消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0303頃迄) 0304大
正富山医薬品販売 9511
ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 白 無 VK1糖衣錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 富山化学工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9604中止
裸錠 白 有 ｱｸｾﾝﾄ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 富山化学工業 利尿降圧剤 9604中止
裸錠 淡赤 有 ｱｸﾚﾁﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 富山化学工業 降圧利尿剤 9604中止
裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-大正富山

医薬品
骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 興和ﾃﾊﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

糖衣錠 白 無 ｱﾅｺﾘﾝ40 ﾖｳ化ｼﾞﾌｪﾆﾙﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉﾒ
ﾁﾙｼﾞｵｷｿﾗﾝ

40mg 富山化学工業 抗ｺﾘﾝ剤 9604中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｲｸｿﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富山化学工業 抗悪性腫瘍剤 9209中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｲｺﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 前田薬品工業-富山化学
工業

EPA製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0307迄) 980710
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

DK 325 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｳﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 消化管運動改善剤 0010中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠75 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0304大正富山医薬品販
売 02ﾋｰﾄ75mg追加 9902
ﾋｰﾄ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-富山化学工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（0210頃まで） 98
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｸﾗﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 富山化学工業 高脂血症治療剤 9604中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛｾｰﾄ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 富山化学工業 脳代謝改善剤 9604中止

DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0706中止 0407ﾋｰﾄ変更
（表12.5mg追加等）

裸錠 淡黄赤 無 ｼﾞｳｺﾘﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 富山化学工業 降圧剤 9604中止
DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 徐放性不整脈治療剤 0010中止 960705収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾅﾊﾟｾﾁﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 富山化学工業 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(0307迄) 9512ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
DK 322 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊｲｼｸﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 富山化学工業 脳･末梢血流改善剤 9903中止 9601ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾛｽﾀｽRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 持続性Ca拮抗剤 0806中止 0304大正富山
医薬品販売

糖衣錠 白 無 ﾒﾄｸﾛｰﾙ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 富山化学工業 消化器機能異常改善剤 0111中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LNC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾅｯｸ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 前田薬品工業-大正富山
医薬品

経口蛋白分解酵素阻害
剤

0306ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9805本
体印刷 960705収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾚｺﾆﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 富山化学工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9506中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/微黄赤 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙﾄﾔ 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 富山化学工業 抗生物質製剤 9604中止
裸錠 淡黄赤 無 ｱﾎﾟﾛﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 富山化学工業 血圧降下剤 9604中止
裸錠 淡黄赤 無 ｱﾎﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 富山化学工業 血圧降下剤 9604中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状

改善剤
0102中止 9902ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性高血圧･狭心症治
療剤

0307ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ変更，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

0102中止 9902ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性高血圧･狭心症治
療剤

0704中止 03ﾋｰﾄ変更

Y LU4 裸錠 白 有 ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠4mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ 4mg 田辺三菱製薬-大正富山
医薬品

ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304大正富
山医薬品販売 0301ﾋｰﾄ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-大正富山
医薬品

脳循環･代謝改善剤 0708ﾋｰﾄ若干変更
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰﾄ異な

Y LU8 裸錠 白 有 ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠8mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ 8mg 田辺三菱製薬-大正富山
医薬品

ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304大正富
山医薬品販売 0303ﾋｰﾄ
変更（8mg追加）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾟﾗﾝ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 富山化学工業 平滑筋攣縮緩解･微小循
環改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9705本
体印刷 9512ﾋｰﾄ裏商品
名記載

裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 富山化学工業 消炎酵素剤 9604中止
裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg 富山化学工業 止血剤 9604中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9306まで) ｾﾚｶﾙ
錠20と本体ｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(99まで) 9511ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾊﾞｷｿｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性抗炎症･鎮痛剤 03頃ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0706中止 0407ﾋｰﾄ変更
（表12.5mg追加等）

糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙﾊﾟﾘﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 富山化学工業 冠循環改善剤 9604中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304

大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) ｾﾚｶﾙ
錠10と本体ｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9511
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾊﾞｷｿｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性抗炎症･鎮痛剤 0308ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｱﾎﾞﾋﾞｽｶﾌﾟｾﾙ25 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ 25mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消化管運動機能賦活剤 0304ﾋｰﾄ変更（25mg追
加） 0304大正富山医薬
品販売 9902ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙﾊﾟﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 富山化学工業 冠循環改善剤 9901中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304
大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 富山化学工業 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9605ﾋｰﾄ
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消炎酵素剤 04頃中止 0305ﾋｰﾄ変更
0304大正富山医薬品販

裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 富山化学工業 止血剤 旧ｺｰﾄﾞ（0310迄）

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｱﾎﾞﾋﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ 50mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消化管運動機能賦活剤 0302ﾋｰﾄ変更（50mg追
加） 0304大正富山医薬
品販売 9902ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠50 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 50mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 富山化学工業 解毒剤 9604中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠75 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 富山化学工業 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 9605ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
消炎酵素剤 04頃中止 0307ﾋｰﾄ変更

0304大正富山医薬品販
腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 富山化学工業 抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 9510ﾋｰ

ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9906まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 富山化学工業 解毒剤 9604中止
腸溶性糖衣錠 淡類黄 無 E･A･C錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 富山化学工業-大正富山

医薬品
ｱｽﾋﾟﾘﾝ・ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸腸溶
錠

0812中止 0304ﾋｰﾄ変更

腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

抗生物質製剤 0411中止

腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

抗生物質製剤 0411中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾋﾞｼﾎﾞﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 富山化学工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9804中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾗﾘｷｼﾝ錠250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾘｷｼﾝ錠)

裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

止血剤 0412中止 0310ｺｰﾄﾞ変更
0304大正富山医薬品販

糖衣錠 白 無 ﾅﾊﾟｾﾁﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

解熱鎮痛消炎剤 0711中止 0307ｺｰﾄﾞ変更

山医薬品販売
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裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-大正富山
医薬品

骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 興和ﾃﾊﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 富山化学工業 抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 9510ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠50 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 50mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 0304大正富山医薬品販
売 0302ﾋｰﾄ変更（50mg追
加） 9902本体，ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品，昭和薬品化工

ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0708迄) 0304大
正富山医薬品販売 0301
ﾋｰﾄ変更（100mg追加）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

広範囲経口抗菌製剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(0701迄)

BUTAMIDE 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠250 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾗﾘｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0108迄) 9601ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｲｺﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 前田薬品工業-大正富山
医薬品

EPA製剤 0706中止，承継に伴い
(日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸへ) 0307ｺｰ

大正富山医薬品販売
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(六角
形様)

淡橙 無 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ﾒｼﾙ酸ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ水和
物

200mg(ｶﾞﾚﾉｷ
ｻｼﾝとして)

富山化学工業-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 070921収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｼﾎﾞﾝ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 富山化学工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9804中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BUTAMIDE 0.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠500 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9604中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄赤 有 ﾗﾘｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9604中止

裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾊﾞﾘﾝ錠 ﾌﾞﾛﾑﾜﾚﾘﾙ尿素 100mg 日本新薬 催眠鎮静剤 0109中止
裸錠 白 無 ｲｿﾐﾀｰﾙ錠 ｱﾓﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 100mg 日本新薬 催眠鎮静剤 0201中止 9305SP->PTP
糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰﾙ錠 臭化ｴﾁﾙﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 10mg 日本新薬 鎮痙剤 0703頃中止
糖衣錠 淡紅 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9707ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠)
0502剤形変更(旧：糖衣
錠)，本体色変更

糖衣錠 帯黄白 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠(2mg) ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 2mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｸﾙ錠100mg ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 日本新薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 赤橙 無 ｱﾐﾋﾟﾛ-N錠 日本新薬 鎮痛解熱剤 0104中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｻﾌﾗｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0703頃中止 03頃ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ再記載 9711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削
除，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9710ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 50mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0806ｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0808ｺｰﾄﾞ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤紫透明/
無透明

ｴﾘｻﾞｽｶﾌﾟｾﾙ外用400μ g ﾍﾟｼﾙ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(外) 400μ g 日本新薬 粉末噴霧式ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎治療剤

091211収載

糖衣錠 緑 無 ﾏﾛｹﾞﾝ錠135mg ｱｶﾒｶﾞｼﾜｴｷｽ 135mg 日本新薬 胃腸機能調整剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾛｹﾞﾝ錠)

裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾉｰﾙ錠2mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 日本新薬 表在性炎症疾患治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾉｰﾙ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9611ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載

糖衣錠(楕円
形)

淡黄 無 ｲﾘｺﾛﾝM配合錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ､ｱｶﾒｶﾞ
ｼﾜｴｷｽ

1.5mg，70mg 日本新薬 ｽﾄﾚｽ胃腸病治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾘｺﾛﾝM錠)

Vp 裸錠 白 有 ﾍﾞｽﾄﾌｨﾘﾝ錠 ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ
ｵｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃｵﾌｨﾘﾝ

200mg 日本新薬 冠循環改善剤 9506中止

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

茶褐 ﾍﾞﾉｽﾀｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 20mg 日本新薬 軟部腫脹治療剤 0003中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

類黄白 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｸﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 日本新薬 脳卒中･循環不全治療剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 黒 無 ｻｰｶﾈｯﾃﾝ配合錠 日本新薬 内服痔疾患治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｰｶﾈｯﾃﾝ錠)

糖衣錠 淡黄 無 ﾌｪﾙﾋﾞﾃﾝ錠12.5mg ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 日本新薬 唾液分泌促進，肝･胆疾
患利胆剤

0911中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｪﾙ
ﾋﾞﾃﾝ錠)

裸錠 白 無 ｽﾙｶｲﾝ錠100mg ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉｱｾﾁﾙｱﾐﾉ安
息香酸ｴﾁﾙ

100mg 日本新薬 胃粘膜局麻剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙｶｲﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠SG 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｳｶﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ｳﾛｶﾞｽﾄﾛﾝ 2.4mg 日本新薬 体液性抗潰瘍剤 0301中止 9610ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｳﾛｶﾙﾝ ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 0606中止 0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載，裏商品名記載

糖衣錠 白 無 ｱﾝﾀﾞﾉｰﾙ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 日本新薬 血圧降下剤 0006中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ｳﾛｶﾙﾝ225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0812迄)
050708収載

ｳﾛｶﾙﾝ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 0812本体ｺｰﾄﾞ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾍﾞｽﾄﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ
ｵｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃｵﾌｨﾘﾝ

200mg 日本新薬 冠循環改善剤 9506中止

裸錠 淡橙 有 ｱﾚｽﾃﾝ錠150mg ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 日本新薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾚｽﾃﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日本新薬 頻尿治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，商品
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糖衣錠 白 無 ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾌｪﾀﾞﾉｰﾙ 12.5mg 日本新薬 中枢性鎮咳剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏
商品名記載 9704ﾋｰﾄｺｰ

R d 裸錠 白 有 ﾗｼﾞｱﾐﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本新薬 降圧利尿剤 9811中止 9704ﾋｰﾄ記号

載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠DB 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日本新薬 脳循環改善剤 9904中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚｸﾄｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 日本新薬 血管拡張性β 1遮断薬 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 有 ｾﾚｸﾄｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 日本新薬 血管拡張性β 1遮断薬 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
0107割線入 9705ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ削除，表商品名記載(ｶ

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ｱﾝﾍﾟｸﾄ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本新薬 狭心症･高血圧治療剤 0702頃中止

裸錠 白 無 ｶﾞｽﾛﾝN錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載

裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛﾝN錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9702ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 青 無 ｱｽﾞﾉｰﾙST錠口腔用5mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
(外)

5mg 日本新薬 口腔内炎症治療剤-徐放
性挿入錠-

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾉｰﾙST)
0210ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 口
腔内挿入錠

裸錠 白 無 ﾍﾟﾘｱｽ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 960705収載
裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本新薬 前立腺肥大症･癌治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ錠)
錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0911頃ﾋｰﾄ変更(表2追加
等) 070706収載

錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

091113収載

裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本新薬 ACE阻害剤 0906ｺｰﾄﾞ変更
裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本新薬 ACE阻害剤 0903頃ｺｰﾄﾞ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｸﾞﾘｺﾗﾝ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 日本新薬 経口糖尿病用剤 0801剤型変更(前:裸錠)

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘｺﾗﾝ錠)
0407製剤小型化

裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日本新薬 消炎酵素剤 050610収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠)

裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(30mg) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日本新薬 消炎酵素剤 0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏
商品名記載 9702ﾋｰﾄ記
号削除

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄緑/ｸﾘｰﾑ ﾍｷｻﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 日本新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍｷｻﾄﾛﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，
裏商品名記載 9611ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ削除

裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(50mg) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 50mg 日本新薬 消炎酵素剤 0203ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｴﾅﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ(5mg) ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本新薬 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ製剤 9802中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｴﾅﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ(10mg) ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本新薬 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ製剤 0212中止 9610ﾋｰﾄ記号

削除，表商品名記載(ｶﾀｶ
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 日本新薬 前立腺癌治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

裸錠 白 無 ｱﾑﾉﾚｲｸ錠2mg ﾀﾐﾊﾞﾛﾃﾝ 2mg 東光薬品工業-日本新薬 再発・難治性急性骨髄球
白血病治療剤

050603収載

Dz 100 裸錠 白 無 ﾀﾞｲｱｼﾞｯﾄﾞ錠(100mg) ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 日本新薬 結核療法剤 0411中止 9711ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NiA 裸錠 白 無 ﾅｲｸﾘﾝ錠 ﾆｺﾁﾝ酸 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾆｺﾁﾝ酸製剤 旧品名，ｺｰﾄﾞ(0606商品
名変更に伴い，新：ﾅｲｸﾘ
ﾝ錠50mg）

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｵｽﾃｵｰﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 消化性潰瘍治療剤 0202中止 9712ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 940527
収載

裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 9807ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9610まで) 940527
収載

裸錠 白 有 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 0101割線入 9807ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｷﾉﾄﾐﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0807中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ｷﾉﾄ
ﾐﾝ錠)，本体ｺｰﾄﾞ追加

腸溶性糖衣 白 無 ｾﾞｵﾁﾝ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 粘膜疾患治療･去痰剤 030704収載(品名変更
前：ｾﾞｵﾁﾝ錠)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

淡紅 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠60mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

60mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾅｲｸﾘﾝ錠50mg ﾆｺﾁﾝ酸 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾆｺﾁﾝ酸製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｸﾘﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ﾊｲｳｪﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 8912中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾊﾞﾛﾒﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺障害改善剤 0802中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ﾊﾞﾛ
ﾒﾀﾝ)，本体ｺｰﾄﾞ追加

糖衣錠 白 無 ﾋﾞｽｵﾆﾝ ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝ配合抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0208中止 9709ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 明灰緑 無 ﾋﾒﾛﾝK1錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0308中止 010706収載(商
品名の変更 前:ﾋﾒﾛﾝK1

糖衣錠 灰緑 無 ﾋﾒﾛﾝK1錠10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0308中止 010706収載(商
品名の変更 前:ﾋﾒﾛﾝK1

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

薄橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白(薄灰ない
し淡黄の斑

無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(9609迄)

裸錠 白(薄灰ない
し淡黄の斑

無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾃﾞｯﾄ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口糖尿病用剤 0908ﾋｰﾄ若干変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｾﾙｷﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 脳循環代謝改善剤 9907中止 9702ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄ錠105mg 硫酸鉄 525mg(鉄とし
て105mg)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 徐放型鉄剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯ

KW 669
MAJ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9607販売

ｶﾞﾁﾌﾛ 100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾁﾌﾛ錠100mg ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 100mg(ｶﾞﾁﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

杏林製薬･大日本住友製
薬

広範囲経口抗菌薬 0809中止 020607収載 杏
林製薬のものとﾋｰﾄ異な

裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
裸錠 黄～橙黄 有 ｺｴﾝｻﾞQ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大日本製薬 心筋代謝賦活剤 9610中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾊﾟｽﾓﾘｰﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 大日本製薬 膵･胆道系鎮痙剤 9603中止
裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本製薬 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

SPR
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 930827
収載

SPR
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠150mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 0111中止 930827収載

糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本製薬 強心配糖体 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠300 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

150mg，
150mg

大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

250
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g 大日本製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘

導体製剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法
剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製

薬
持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202

収載

PIM
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製

薬
持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202

収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9306本体

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

KW 830:3 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

KW 831:6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大日本製薬 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本製薬 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 910823
収載

NZ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

NZ 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｵﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 消炎鎮痛剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

THEO-SLOW 100 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠100) 共和とﾋｰﾄ異な
る

THEO-SLOW 200 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠200) 共和とﾋｰﾄ異な
る

ｱｼﾉﾝ150 ZP3144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0504中止 940708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ錠250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質
製剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｪﾙﾁﾝ錠1 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘﾌﾀｰ錠10 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心身安定剤 101119収載
裸錠 桃 有 ｱﾆｽﾀｼﾞﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 利尿降圧剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 白 有 ｱﾘｻｲ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性ACE阻害降圧剤 0607中止 0308ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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裸錠 白 有 ｲﾋﾟﾉﾃｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 薄桃 有 ｲﾝﾄﾆｽ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0603頃中止 000707収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝｾﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 9802ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

裸錠 白～微黄白 有 ｻﾋﾞﾝｶｼﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環･代謝改善剤 9903中止 940708収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾓｼﾞﾘﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾈｱｯﾌﾟ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 9506中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽｲﾑﾀｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬-ﾒﾙｸ製薬 高脂血症治療剤 0607中止 0607販売会社

社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙透明 ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ｢ﾏﾙｺ｣ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾏﾙｺ製薬 組織呼吸賦活剤 9903中止 9212本体追加
裸錠 白 有 ﾄﾗﾌﾞｿﾞﾝ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾌﾟﾗｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾏﾙｺ製薬-日医工 高血圧･排尿障害治療剤 0709中止 0301本体ｺｰﾄﾞ

化，ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記号追加

裸錠 淡橙 有 ﾄﾗﾌﾞｿﾞﾝ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 高血圧･排尿障害治療剤 0712中止 0304本体，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾋﾞﾌｪﾙﾁﾝ錠2 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 2mg ﾏﾙｺ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9804中止 940708収載
裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾒﾉｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 高血圧・不整脈・狭心症

治療剤
0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 微紅 有 ﾐﾝﾄﾞﾛﾁﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0405中止 030704収載

裸錠 白 無 ﾐﾝﾄﾞﾛﾁﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾏﾙｺ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0405中止 030704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0805中止 0304ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 有 ﾒﾉﾌﾟﾘｼﾞﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性Ca拮抗剤 0607中止 0303ﾋｰﾄ裏変
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾚｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ﾏﾙｺ製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(071203迄，新品

名:ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢
JG｣)，承継に伴い(日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸへ)，ｺｰﾄﾞも変更
ﾊﾞﾗ包装のみ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｶﾓｽﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0604頃中止 0305ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
960705収載

裸錠 白 有 ｾｵﾙﾅｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

ﾏﾙｺ製薬 腫脹緩解用酵素剤 0210中止 裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｯﾌﾟ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬 抗悪性腫瘍剤 0011中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾓﾌﾟｿｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0102中止 9808ﾋｰﾄ変更
940708収載

裸錠 白 無 ｱﾙｾﾛｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性消炎･鎮痛剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ変
更 9802ﾋｰﾄ変更 940708

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝSP ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ﾏﾙｺ製薬 解熱･鎮痛･消炎剤 0402中止 0304ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載 9805ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 無 ｲﾝﾋﾞﾙｽ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾏﾙｺ製薬 脳代謝･精神症状改善剤 8904中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 1010中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬) 090515収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌｪﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0611頃中止 040709収載
裸錠 白 無 ｼﾞﾒﾄｯｸｽ錠1 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学

研究所
持続性心身安定剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 0305ﾋｰﾄ変更（裏

裸錠 黄 有 ｽﾘﾝﾀﾞｸ錠100｢ﾏﾙｺ｣ ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0803中止 0301ﾋｰﾄ変更，
裏商品名，記号記載

裸錠 白～微黄白 無 ﾄﾛﾝﾍｲﾑ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 自律神経調整剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 白 無 ﾆﾌﾞﾛﾐﾝA錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 精神安定剤 9304中止
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾈﾛﾛ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 抗めまい剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾋﾟﾍﾟﾀﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0412中止 9806ﾋｰﾄ変更
900713収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾋﾟﾍﾟﾀﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 1009中止 9807ﾋｰﾄ変更
900713収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙｼﾞｻｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ﾏﾙｺ製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更 0605頃日
医工のみ中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙｼﾞｻｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾏﾙｺ製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更 0609日医
工のみ中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾓﾋﾟｼﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg ﾏﾙｺ製薬 消炎鎮痛剤 9109中止
2 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾏﾙｺ製薬 広域精神身体平衡剤 旧本体ｺｰﾄﾞ（0212～0306

にかけて） 9807ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 広域精神身体平衡剤 1010中止 0310ﾋｰﾄ変更，

裏ｺｰﾄﾞ記載等 0212～
0306本体ｺｰﾄﾞ変更，2削

5 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾏﾙｺ製薬 広域精神身体平衡剤 9510中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘﾌﾀｰ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心身安定剤 1007ﾋｰﾄ若干変更 0906

製造販売元社名変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾓｽｹﾞﾝS錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬 抗痙縮剤 9310中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾓｽｹﾞﾝS錠50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 抗痙縮剤 9406中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘﾌﾟﾛｲﾄﾞ錠10mg ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 鎮痙剤 1011中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

糖衣錠 橙 無 ｴﾌﾄﾛﾝ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 大腸機能異常治療剤 0606中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾊﾟｷｼﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 筋緊張改善剤 9809中止 940708収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼｰﾀｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0809中止 0306ﾋｰﾄ変更

0101販売 00承継(堀田薬
品合成より)

裸錠 白 有 ｺﾝﾍﾞﾙﾐﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 眩暈治療剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

裸錠 白 有 ｲﾝﾍﾞｽﾀﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所，日医工

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 081219収載(商品
名変更に伴い，前:ｲﾝﾍﾞｽ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｻﾒﾃﾞｰﾙ錠10 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ﾏﾙｺ製薬 虚血性心疾患治療剤 9502中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｱｻﾒﾃﾞｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬 虚血性心疾患治療剤 9312中止
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糖衣錠 白 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾏﾙｺ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 不整脈治療剤 9608中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾙﾃｯﾌﾟ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 心・腎疾患治療剤 0606頃中止 0307本体刻

印追加，ﾋｰﾄ裏商品名記
載等

裸錠 白 無 ｴﾙｺﾞｽﾊﾟｵﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

糖衣錠 橙赤 無 ｼﾌﾉｽ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾏﾙｺ製薬 冠循環改善剤 9910中止
糖衣錠 橙赤 無 ｼﾌﾉｽ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 冠循環改善剤 0604頃中止 0302ﾋｰﾄ変

更 9801ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾛﾌ錠10mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg ﾏﾙｺ製薬 血圧降下剤 9610中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾛﾌ錠30mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg ﾏﾙｺ製薬 血圧降下剤 9305中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵｱﾆﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 循環機能改善剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵｱﾆﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 循環機能改善剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 白 有 ﾈﾌﾛｯｸｽ錠 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 降圧利尿剤 0606頃中止 0303本体ｺｰ
ﾄﾞ追加 9801ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/乳白 ﾊﾛﾌｨｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾏﾙｺ製薬 脂質代謝改善剤 9405中止
裸錠 白 有 ﾊﾞﾝｻﾓｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ﾏﾙｺ製薬 不整脈･狭心症治療剤 0210中止
裸錠 白 無 ﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症治療剤 9506中止
裸錠 白 有 ﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症治療剤 0107中止 9805ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾙｺﾄｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬 脳代謝機能改善剤 9508中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾛｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800E.L.U ﾏﾙｺ製薬-日医工 血管代謝改善剤 0607中止 0311ヒート裏変

更
裸錠 白 有 ﾑﾛﾋﾞﾉﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg ﾏﾙｺ製薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 0209中止 9801ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾚﾁﾝ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ﾖｰﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬 心臓異常興奮調整剤 0011中止 9808ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾗﾋﾟﾉｰｹﾞﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 β 受容体遮断剤 0604頃中止 0301本体ｺｰ

ﾄﾞ化，ﾋｰﾄ変更 9804ﾋｰﾄ
裸錠 白 有 ﾗﾋﾟﾉｰｹﾞﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ﾏﾙｺ製薬 β 受容体遮断剤 9511中止
裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.025mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気管支拡張剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠
0.025)

μ g 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気管支拡張剤 0911発売
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾋﾟｱｽｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｹﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療

剤
0607中止 0307ﾋｰﾄ裏ｺｰ
ﾄﾞ，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 気道潤滑去痰剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ裏
変更，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾁﾘﾝ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 H2受容体拮抗剤 0604頃中止 0301ﾋｰﾄ変
更 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻﾙﾅﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消化管運動調律剤 1001中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｼﾛﾋﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

消化管運動改善剤

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｼﾛﾋﾞﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

消化管運動改善剤 101119収載

糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾝｺｰﾙ配合錠 ｼﾞｵｸﾁﾙｼﾞｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎ
ｻｸｼﾈｰﾄ､ｶｻﾝﾄﾗﾉｰﾙ

30mg，15mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 便秘治療剤 1009本体ｺｰﾄﾞ追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾚｻﾞﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg ﾏﾙｺ製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9710中止 920710収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100｢ﾏﾙｺ｣ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬 子宮内膜症治療剤 9804中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾃﾞｽﾐﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾏﾙｺ製薬 頻尿治療剤 0107中止 9807ﾋｰﾄ変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾝﾄﾞﾙﾌ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 切迫流･早産治療剤
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾝﾄｹﾞﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg ﾏﾙｺ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9606中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾝﾄｹﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg ﾏﾙｺ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9308中止

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ﾛﾝﾌﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-三笠製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1009中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ﾛﾝﾌﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-三笠製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1009中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

裸錠 橙黄 無 ｱｰﾂｪｰ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 血管強化･止血剤 0906製造販売元変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

裸錠 橙黄 有 ｱｰﾂｪｰ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 血管強化･止血剤 0906製造販売元変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾊﾟﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 抗血小板剤 0606頃中止 9805ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄澄明 ｴﾅｾﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸製剤 0604頃中止 0212ﾋｰﾄ変
更 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ｲﾙｻﾞｲﾑ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消炎酵素剤 1102自为回収 0906製造
販売元社名変更，合併に
伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾙｻﾞｲﾑ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消炎酵素剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｲﾙｻﾞｲﾑ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝSR錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg ﾏﾙｺ製薬 持続性ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

0104中止 9712ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾛｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 091113収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊﾛｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｾﾅﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製
剤

1012中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｾﾅﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製
剤

1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100｢

ﾏﾙｺ｣
塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ錠50｢ﾏﾙｺ｣ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠(長円形) 帯黄白～黄
白

有 ﾄﾗｺﾅ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 帯黄白～黄
白

無 ﾄﾗｺﾅ錠50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌｪﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0611頃中止 040709収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾙﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg わかもと製薬 脳循環代謝改善剤 9711中止 920710収載
裸錠 白 無 ﾚｽﾎﾟｰﾙ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg わかもと製薬 乳癌治療剤 0807中止 04頃ﾋｰﾄ変更，

RST削除等
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘﾅｰｾﾞ錠5 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg わかもと製薬 消炎酵素製剤 0209中止 9710ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
W 305 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加

糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵｾﾞｯｸｽ腸溶錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg わかもと製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9009中止
10 裸錠 白 無 ﾐｻｲﾗｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg わかもと製薬 消炎酵素剤 0212中止 9805ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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裸錠 白 有 ﾘｼﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg わかもと製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0212中止 9805ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

W 310 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1010本体ｺｰﾄﾞ追加
W 315 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加

糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞｼﾉﾝP腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg わかもと製薬 代謝性製剤 0201中止 9808ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾌﾟｻﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg わかもと製薬 脳血流促進剤 9104中止
30 裸錠 白 無 ﾐｻｲﾗｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg わかもと製薬 消炎酵素剤 0212中止 9710ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾋｸﾞﾛﾐﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg わかもと製薬 気道粘液溶解剤 9505中止

CIZELIN 100 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/乳白 ﾄﾞｸﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg わかもと製薬 上腹部不快症状改善剤 9104中止

CIZELIN 200 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
裸錠 黄 有 ﾅﾌﾞﾛﾐﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg わかもと製薬 代謝性心疾患治療剤 0105中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 98ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝｷｿｰﾙ錠)
02ﾋｰﾄ変更，裏AKT削除

W 325 S250μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1012本体ｺｰﾄﾞ追加
硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ｱﾀﾞｯｸｽ わかもと製薬 排尿障害改善剤 0208中止 9801ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透

明
ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐

性乳酸菌製剤
旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 9710ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

02頃ﾋｰﾄ変更，裏LNC削
除

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg わかもと製薬 喘息治療剤 1103中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｻﾞ
ﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg わかもと製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg わかもと製薬 代謝性製剤 0103中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
W 350 S500μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加

裸錠 白 無 ﾛﾊﾞｷｼﾝ錠 ﾒﾄｶﾙﾊﾞﾓｰﾙ 250mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 骨格筋痙攣弛緩剤 9310中止
裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ型) 白 有 ﾄﾞｽﾊﾟﾝ錠 ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 筋弛緩･鎮痛剤 9310中止
糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾀﾝ糖衣錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 鎮痙剤 9507中止
糖衣錠 白 無 ｱﾗﾓﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静 9309中止
裸錠 白 無 ﾊﾟﾅｽ錠 ｸﾛﾌｪｿﾞﾝ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 消炎鎮痛剤 9311中止
裸錠 白 無 ﾊﾞｿﾛ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 脳代謝機能改善剤 89中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白

～黄白
ﾊﾟﾗﾐﾁﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg ﾌﾞｺﾛｰﾑ 300mg あすか製薬-武田薬品工

業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･痛風
治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:300mgﾊﾟﾗﾐﾁﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0711ﾋｰﾄ表
300mg追加

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾙﾀｿﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｿﾞ
ｼﾝとして)

あすか製薬-日本化薬 鎮痛剤 970912収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾁﾈｽ錠50 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg あすか製薬-武田薬品工
業

筋緊張･痙性麻痺改善剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9711本体，ﾋｰﾄ変更
(製造元変更の為)

裸錠 薄紅 有 ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg あすか製薬-武田薬品工
業

鎮痛・抗炎症・解熱剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ﾏﾚﾄﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9309中止
糖衣錠 白 無 ｿﾞﾝﾃﾞﾙ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 低血圧治療剤 9601中止
裸錠 白 無 ｲｻﾛﾝ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg あすか製薬-武田薬品工

業
胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｻﾛﾝ錠)
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

帯黄白 ｿﾒﾄｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ改善剤 9312中止

裸錠 黄 無 ｼﾞﾋﾞﾀｰﾙ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 冠血管拡張剤 9310中止
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裸錠 黄 無 ｼﾞﾋﾞﾀｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 冠血管拡張剤 9310中止
裸錠 白 無 ﾋﾎﾟﾗｰﾙ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg あすか製薬-武田薬品工

業
起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾎﾟﾗｰﾙ錠)
0804ﾋｰﾄ表1mg追加

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾓﾊﾞﾛｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 消化管運動機能改善剤 中止 920710収載
裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠10 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg あすか製薬-武田薬品工

業
脳循環代謝改善剤 0808ﾋｰﾄ表mg追加 0207

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg あすか製薬-武田薬品工

業
脳循環代謝改善剤 0808ﾋｰﾄ表mg追加 0208

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾌｨｰﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 不整脈治療剤 0502中止 0205ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄み白/

白～黄み白
(黒灰帯)

ｶﾋﾟﾗﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 脳･末梢血流改善剤 9610中止 8810ｸﾞﾚﾗﾝ製
造

裸錠 白 有 ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg あすか製薬-武田薬品工
業

気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾘﾊﾟﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0507中止 0204ﾋｰﾄ裏商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 990507
収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾊﾟﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ150 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 150mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0507中止 0203ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 990507
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾎﾟﾉﾌｪﾝSRｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg あすか製薬-武田薬品工 徐放性去痰剤 050708収載
裸錠 白 無 ｱｸﾃﾞｨｰﾑ10 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 酵素製剤 9309中止
裸錠 白 無 ｱｸﾃﾞｨｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg あすか製薬-武田薬品工

業
酵素製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｸﾃﾞｨｰﾑ30)
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｸﾃﾞｨｰﾑｶﾌﾟｾﾙ90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg あすか製薬-武田薬品工
業

酵素製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｸﾃﾞｨｰﾑ90)
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

裸錠 橙 無 ﾀｼﾞﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg あすか製薬-千寿製薬，
武田薬品工業

止血･血管補強剤 1006ﾋｰﾄ若干変更 0801
ﾋｰﾄ表30mg追加

裸錠 橙黄 無 ﾘﾊﾞﾄﾛﾝ錠20 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 91中止
裸錠 橙黄 有 ﾘﾊﾞﾄﾛﾝ錠40 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 91中止

μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g あすか製薬-武田薬品工
業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0712ﾋｰﾄ表μ g追加 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g あすか製薬-武田薬品工
業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0711ﾋｰﾄ表μ g追加 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

μ g:1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾜｰｸﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g あすか製薬-武田薬品工
業

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0711ﾋｰﾄ表μ g追加 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶﾀｶ

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｱﾃﾛﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg あすか製薬-武田薬品工
業

EPA製剤 0804ﾋｰﾄ表300mg追加
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ67 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg あすか製薬-科研製薬，
武田薬品工業

高脂血症治療剤 041215収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg あすか製薬-科研製薬，
武田薬品工業

高脂血症治療剤 041215収載

TTS 321 50：TTS321 50 裸錠 白 無 ｴｸﾊﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬･塩野義製薬 抗血小板剤
等

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売
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50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

U2.5 2.5：U2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

赤褐 有 ｱｯﾌﾟﾉｰﾙB錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

高田製薬-塩野義製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬) 081219収載(商品
名変更に伴い，前:ｱｯﾌﾟ

NZ 1 NZ1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9812ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載)，表裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

BZ5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
BZ10 裸錠 薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ

裸錠(楕円形) 薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 9801ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

BZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

極薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 9805ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 010706収載(商品名の変
更 前:ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠)

裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠1mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 旧ｺｰﾄﾞ
裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠1mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠2mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 旧ｺｰﾄﾞ
裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠2mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 9711ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
NZ 2 NZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-塩野義製

薬
持続性Ca拮抗剤 9902ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記

載) ﾋｰﾄ表裏商品名記載
S 25 25：S25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 精神神経用剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

糖衣錠 橙 無 EA錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 塩野義製薬 ｱｽﾋﾟﾘﾝ製剤 9310中止
IX100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｲｿｷｻｰﾙ錠100 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾘｿｷｻｰﾙ 100mg 塩野義製薬 消炎鎮痛剤 9204中止

T-31 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

T-31 15 15：T31-15 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

T-31 5 5：5 T31-5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/微黄
白

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 20mg(ﾃﾞｭﾛｷ
ｾﾁﾝとして)

塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/微黄
白

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 30mg(ﾃﾞｭﾛｷ
ｾﾁﾝとして)

塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

T 50 50：Ｔ50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 抗狭心症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

S 50 S50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 精神神経用剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

糖衣錠 赤 無 ﾍﾞﾝﾁﾙ錠 塩酸ｼﾞｻｲｸﾛﾐﾝ 10mg 塩野義製薬 鎮痙･鎮痛剤 9203中止
MDP 22A 裸錠 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-塩野義製

薬
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで) 900420

収載
糖衣錠 薄赤橙 無 ﾋﾟﾚﾁｱ錠(25mg) 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

剤
0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 極薄赤橙 無 ﾋﾟﾚﾁｱ錠(5mg) 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
剤

0111本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印
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糖衣錠 白 無 ﾐｸﾞﾘｽﾃﾝ錠20 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 塩野義製薬 片頭痛･緊張性頭痛治療
剤

0106本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 薄赤紫 無 ｾﾌｧﾙﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾁｵﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ

5mg 塩野義製薬 神経安定剤 9504中止

糖衣錠 淡黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠10mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 10mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0110本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0202本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 微黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠5mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0202本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 極薄紅 無 ｽﾙﾓﾝﾁｰﾙ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 塩野義製薬 抗うつ剤 0308本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 紅 無 ｽﾙﾓﾝﾁｰﾙ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 塩野義製薬 抗うつ剤 05本体ｺｰﾄﾞ位置変更(両
面分割→片面一括印刷)

RM 10 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 抗不安剤 9504中止
糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠2 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 抗不安剤 0111本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 抗不安剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
HLS0.75 裸錠 白 有 ﾊﾛｽﾃﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

裸錠 白 有 ﾊﾛｽﾃﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9911中止 9712ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HLS1 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
HLS2 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 淡黄褐 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠100mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 100mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0108本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 薄赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 12.5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0107本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0108本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

NV5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微帯黄白 有 ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微帯黄白 有 ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤
糖衣錠 赤 無 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A配合錠 塩野義製薬 精神神経用剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A)
糖衣錠 白 無 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B配合錠 塩野義製薬 精神神経用剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B)
糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0110本体ｺｰﾄﾞ印刷面変

更 010706収載(商品名変
糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(50mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
裸錠 白 無 ｱｲﾛｿﾞﾝ錠 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0004中止 9812ﾋｰﾄ変更

(ｺｰﾄﾞ再記載)
T100:+ 100：Ｔ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 高田製薬-塩野義製薬 抗狭心症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

裸錠 極薄橙 無 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣
0.025mg

ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.025mg 塩野義製薬 強心剤 0903中止
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裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣
0.1mg

ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg 塩野義製薬 強心剤 0903中止 0312ﾋｰﾄ変更
9903ﾋｰﾄ変更 98ﾋｰﾄ記号
(DTX)削除，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ

糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 高血圧･頻脈用剤 00中止 99ﾋｰﾄ変更，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾚﾊﾞﾛﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg 塩野義製薬 高血圧治療剤 9008中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾚﾊﾞﾛﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg 塩野義製薬 高血圧治療剤 9008中止
裸錠(蝶型) 白 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠10mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(蝶型) 淡黄 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠20mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9802ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(蝶型) 白 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～帯黄白 有 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠50mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 50mg 塩野義製薬 長時間作用型ARB 080613収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～帯黄白 有 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠100mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 100mg 塩野義製薬 長時間作用型ARB 080613収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 塩野義製薬 鎮咳剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

EF4 裸錠 白 有 ｴﾌｪｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾋﾞﾄﾙﾃﾛｰﾙ 4mg 塩野義製薬 気管支拡張剤 9011中止
PCT40mg 二層裸錠 薄橙と白 無 ﾍﾟｸﾄﾚｯｸｽ錠 四硝酸ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙ 40mg 塩野義製薬 血管拡張･抗狭心症剤 9402中止 8807変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ/白 ﾍﾞﾘﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ 塩野義製薬 消化酵素剤 0903中止
T250 裸錠(楕円形) 淡橙 無 ｸﾞｯﾃﾞﾙ錠250mg ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 高田製薬-塩野義製薬 脳代謝賦活剤 8907中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 070615
収載(商品名変更に伴
い，前:ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾍﾞﾈｷｻｰﾄﾍﾞｰﾀﾃﾞ
ｸｽ

200mg 塩野義製薬 胃粘膜防御機構増強 胃
炎・胃潰瘍治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾ

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄透明 ﾍﾟｵﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 塩野義製薬 EPA製剤 0804中止 0511ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更，製造販売元承継に
伴い(前:日清ﾌｧﾙﾏ)

裸錠 薄橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0909ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
裏→表等)

裸錠 白 無 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠(0.1mg) ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.1mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

裸錠 白 有 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠)

裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ錠(5mg) ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 0302SP→PTP ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠 ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.02mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 0111中止 8707変更
DVC0.08 裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠0.08mg ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.08mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠0.08mg ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.08mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 0111中止 9712ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾙﾄﾗｰﾙ錠2mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 2mg 塩野義製薬 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾄﾗｰﾙ錠)
0105ﾋｰﾄ変更(横型→縦
型) 表裏商品名記載

裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ-D錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾒｽﾄﾗﾉｰ
ﾙ

5mg，0.05mg 塩野義製薬 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0903中止 0612ﾋｰﾄ表裏D
追加 0004ﾋｰﾄ変更，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NR-D1 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ-D錠1 塩野義製薬 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 9404中止
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裸錠 白 有 ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 塩野義製薬 排卵誘発剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠)
0612ﾋｰト若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載裏→表等)

糖衣錠 白 無 ｼﾞｾﾀﾐﾝ錠25 塩酸ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして)

塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

裸錠 淡黄 無 ｼﾅｰﾙ配合錠 塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝC･ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ
配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾅｰﾙ錠
200)，本体･ﾋｰﾄ裏200削

T500 裸錠(長円形) 淡橙 有 ｸﾞｯﾃﾞﾙ錠500mg ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 高田製薬-塩野義製薬 脳代謝賦活剤 8907中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄～淡黄
褐

無 ﾋﾟﾚｽﾊﾟ錠200mg ﾋﾟﾙﾌｪﾆﾄﾞﾝ 200mg 塩野義製薬 抗線維化剤 081212収載

裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 塩野義製薬 痛風治療剤 旧ﾋｰﾄ（0208迄） 98ﾋｰﾄ記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9506ﾋｰﾄ変更

裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ｼｵﾉｷﾞ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 塩野義製薬 痛風治療剤 旧品名(1003迄)，高田製
薬への承継に伴い(新：ｺ
ﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣)，旧

裸錠 白 無 ﾌﾙﾋﾞｽﾀﾁﾝUF錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 塩野義製薬 抗真菌性抗生物質 0104中止 9708ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(青ﾊﾞﾝ
ﾄﾞｼｰﾙ)

ｾﾌﾃﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 100mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9906ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 921127収

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白(青ﾊﾞ
ﾝﾄﾞｼｰﾙ)

ｾﾌﾃﾑｶﾌﾟｾﾙ200mg ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 200mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9902ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 921127収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg 塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

970620収載 ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠75mg 塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

98本体追加(75)，ﾋｰﾄ変
更 970620収載

SN 0.5 裸錠 白 有 ｼﾉﾐﾝ錠(0.5g) ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ 500mg 塩野義製薬 ｻﾙﾌｧ剤 9003中止
裸錠(発泡性) 白 無 ﾌﾗｼﾞｰﾙ腟錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 塩野義製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾗｼﾞｰﾙ腟錠)
糖衣錠 白 無 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 塩野義製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服
錠)，ﾋｰﾄ表250mg追加

裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾀ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

塩野義製薬 合成抗菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｸﾀ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(中央
赤斜線)

ﾛﾒﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 塩野義製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 9808ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ錠50mg ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 50mg 塩野義製薬 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾄﾞｷｻﾝP錠)

糖衣錠 白 無 ﾌﾚｷｼﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 塩野義製薬 頻尿治療剤 0004中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄褐 無 MSｺﾝﾁﾝ錠10mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 10mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青紫～赤紫 無 MSｺﾝﾁﾝ錠30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤 900601収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 MSｺﾝﾁﾝ錠60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤 940708収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠5mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 5mg（無水物

として）
塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩

酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠
030606収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠10mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 10mg（無水
物として）

塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩
酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠

030606収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠20mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 20mg（無水
物として）

塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩
酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠

030606収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄緑 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠40mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 40mg（無水
物として）

塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩
酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠

030606収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 0004中止 99ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/青 L-ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0907ｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 有 ﾈﾌﾟﾀｻﾞﾝ錠 ﾒﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 緑内障緩解剤 0005中止
裸錠 わずかにまだ

らをもつ淡黄
褐

有 ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ錠2.5mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠｢ﾚﾀﾞ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 乳癌治療剤 9908中止
裸錠 微黄～淡黄 無 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠5mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 5mg(ﾎﾘﾅｰﾄ

として)
ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 抗葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
裸錠 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟｶｰﾙ錠 ﾄﾚﾋﾟﾌﾞﾄﾝ 40mg ﾜｲｽ 膵･胆道疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504迄)，承継(大

原薬品工業へ)に伴い
裸錠 淡黄白 無 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠25mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 25mg(ﾎﾘﾅｰﾄ

として)
ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 還元型葉酸製剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠125mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg ﾜｲｽ-日本ﾍｷｻﾙ 結核化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0405迄) 0312社

名変更 0310販売元変更
010907収載(商品名の変
更 前:ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg ﾜｲｽ－日本ﾍｷｻﾙ 結核化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0405迄) 0312社
名変更 0310販売元変更
010907収載(商品名の変
更 前:ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠200mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 010907収載(商
品名の変更 前:ﾅﾊﾟﾉｰﾙ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

裸錠 白 無 ﾊﾞﾘﾀﾞｰｾﾞﾊﾞｯｶﾙ ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 腫脹緩解用酵素剤 0204中止 97ﾋｰﾄ商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) ﾊﾞｯｶﾙ錠

裸錠 白 有 ﾊﾞﾘﾀﾞｰｾﾞｵｰﾗﾙ(内服錠) ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 腫脹緩解用酵素剤 0204中止 97ﾋｰﾄ商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

GB250 裸錠 白 無 GABOB錠｢ﾚﾀﾞﾘｰ｣ γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 脳機能代謝改善剤 9312中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:こげ茶2本
帯)

ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲ
ｸﾘﾝ

150mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 03頃ﾋｰﾄ変更，
150mg追加  97ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠100mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 100mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 0106ﾋｰﾄ表
100mg追加 97ﾋｰﾄ裏変更
(NA100削除)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 97ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ250mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 97ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠｢ﾚﾀﾞﾘｰ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 高尿酸血症治療剤 9906中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LC4 裸錠(長円形) 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
裸錠(長円形) 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg ﾜｲｽ-ｱｽﾞｳｪﾙ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ(0407迄)

0312社名変更 0310販売
元変更 9709ﾋｰﾄ変更，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｱｰﾃﾝ錠(2mg) 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

青透明 ｱｰﾃﾝS.R. 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 5mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 9202中止

HX50 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾞﾛﾓｯｸｽ錠 ｷﾈﾀｿﾞﾝ 50mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 降圧利尿剤 9307中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙透明 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽS.R. ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 500mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 9102中止

DX250 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 十字割線
裸錠(十字割 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg ﾜｲｽ-三和化学研究所 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(0409迄)
硬ｶﾌﾟｾﾙ わずかに黄

帯白/わずか
に黄帯白

ﾌﾙｴｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 抗悪性腫瘍剤 9906中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

糖衣錠 赤褐(6錠)，
白(5錠)，黄
(10錠)，赤(7

無 ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ28錠 ﾉﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

経口避妊剤 0911中止 0806頃商品名
変更(前:ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ28)
赤(7錠)は有効成分含ま

ﾄﾛｰﾁ 橙 無 ｱｸﾛﾏｲｼﾝﾄﾛｰﾁ 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 15mg ﾜｲｽ-科薬 口腔用ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生
物質

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 0107ﾋｰﾄ15mg追
加 97ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 赤褐(6錠)，
白(5錠)，黄
(10錠)

無 ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ21錠 ﾉﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

経口避妊剤 0911中止 0806頃商品名
変更(前:ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ21)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｱﾍﾟﾚｯﾄBTｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 胃酸補給･消化機能改善
剤

9008中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾝｻﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 200mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～類白 無 ｱﾝｻﾁﾝ錠100mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 100mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9709ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～類白 無 ｱﾝｻﾁﾝ錠200mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 200mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｴﾎﾟﾌﾞﾛﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9809中止 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

μ g：5μ g 裸錠 白 無 ｵﾊﾟﾙﾓﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

小野薬品工業 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘導体 050610品名変更(前：ｵﾊﾟ
ﾙﾓﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄透明 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 5mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄透明 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

μ g：2.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(卵形) 淡黄半透明 ﾛﾉｯｸｶﾌﾟｾﾙ2.5μ g ｵﾙﾉﾌﾟﾛｽﾁﾙ 2.5μ g 小野薬品工業 胃潰瘍治療剤 0703中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛﾉｯ
ｸｶﾌﾟｾﾙ) 0302ﾋｰﾄ2.5μ g

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌｵｲﾊﾟﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 小野薬品工業 蛋白分解酵素阻害剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｵｲﾊﾟﾝ錠)
0301ﾋｰﾄ100mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ80mg ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 80mg 小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載

122 / 191 ページ



硬ｶﾌﾟｾﾙ 80mgｶﾌﾟｾﾙ:
白/白，
125mgｶﾌﾟｾ
ﾙ：淡赤/白

ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mgｶﾌﾟｾﾙ
×1，80mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×2

小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載 1ｼｰト中
80mgｶﾌﾟｾﾙ×2，125mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×1のｾｯﾄ，80mgの

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mg 小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 80mgｶﾌﾟｾﾙ:
白/白，
125mgｶﾌﾟｾ
ﾙ：淡赤/白

ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mgｶﾌﾟｾﾙ
×1，80mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×2

小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載 1ｼｰト中
80mgｶﾌﾟｾﾙ×2，125mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×1のｾｯﾄ，80mgの

裸錠 白 無 ｶﾞﾐﾍﾞﾀｰﾙ錠 γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 小野薬品工業 脳機能代謝調整剤 9703中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｵﾉｸﾚｲﾝPｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10国際単位 小野薬品工業 循環改善酵素剤 0009中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/無透
明

ｿﾙﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 解熱鎮痛剤 0105中止 9701ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白不透明/無
透明

ﾀﾌﾏｯｸE配合ｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 消化酵素剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾌﾏｯｸEｶﾌﾟｾ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 小野薬品工業 過活動膀胱治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(1009
頃迄) 070608収載

ｽﾃｰﾌﾞﾗ 0.1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

無 ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 0.1mg 小野薬品工業 過活動膀胱治療剤 1009頃本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ変
更

糖衣錠 白 無 ﾃｰﾝｼｰ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 小野薬品工業 粘液溶解･去痰剤 9809中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 小野薬品工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾈﾀﾞｯｸ錠)
0301ﾋｰﾄ50mg追加

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾞ錠100mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg 小野薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息)

0306ﾋｰﾄ100mg追加 9711
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920522収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾞ錠200mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg 小野薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息)

0304ﾋｰﾄ200mg追加 9707
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920522収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠1mg ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 1mg 小野薬品工業 骨粗鬆症治療剤 1102ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
090313収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠25mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

25mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄赤黄 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

50mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠100mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

100mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝ･E錠0.5mg ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝﾍﾞｰﾀﾃﾞｸｽ 0.5mg（ｼﾞﾉﾌﾟ
ﾛｽﾄﾝとして）

小野薬品工業 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2製剤 0812中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌﾟﾛ
ｽﾀﾙﾓﾝ･E錠)

裸錠 白 有 ﾍﾙﾂｰﾙ錠 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 小野薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9807中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白
不透明/白～
帯黄白不透
明

ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ112.5mg ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小野薬品工業 気管支喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0303ﾋｰﾄ変更 9612ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾒｶﾞDS 小野薬品工業 降圧利尿剤 9001中止
裸錠 白 無 ﾒｶﾞ錠 ﾒﾌﾞﾀﾒｰﾄ 100mg 小野薬品工業 中枢性降圧･鎮静剤 9001中止
裸錠 白 無 ﾒﾘﾄｽD錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 小野薬品工業 血糖降下剤 9601中止
裸錠 白 有 ﾒﾘﾄｽC錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg 小野薬品工業 血糖降下剤 9602中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

赤透明 ﾘﾎﾟﾃｰﾄ ﾘﾉｰﾙ酸ｴﾁﾙ 500mg 小野薬品工業 脂質代謝改善剤 9212中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ80mg ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 80mg 小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載
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二層錠 淡黄赤/白 無 ｱﾌﾀｯﾁ ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ(外) 0.025mg 帝人 付着性ｱﾌﾀ性口内炎治療
剤

旧ﾋｰﾄ（0210迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載，ｺｰﾄﾞAFT

TJN673 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 帝人 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUR削除

TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号LAX削除 9610ﾋｰﾄ裏

TJN ONE:0.25 0.25μ ｇ:0.25μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TJN ONE:0.5 0.5μ g:0.5μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TJN ONE:1.0 1.0μ g:1.0μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

微粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ

淡黄 ｿﾙﾐﾗﾝ ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 1.3g分包 森下仁丹-帝人ﾌｧｰﾏ PH依存崩壊型EPA製剤 旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615
迄)，商品名変更に伴い
(新:ｿﾙﾐﾗﾝ顆粒状ｶﾌﾟｾﾙ
600mg) 0310社名変更
981204収載

TJN 283:SPR 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 持続性気管支拡張剤･腹
圧性尿失禁治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠)

TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUC削除

糖衣錠 暗赤 無 ｸﾗﾃｸﾞｯﾄ錠 ｸﾗﾃｸﾞｽｴｷｽ 30mg 三共 心機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9212まで) 製造元
変更

裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝ-FP錠｢三共｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 三共 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ製剤 0212中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:B V 裸錠 白～微黄白 有 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ薬品-三共 脳循環･代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
HK 1:☆ORGANON HK1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変

更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ZT 1:☆ORGANON ZT1: 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

HR 5:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾛ･ﾘﾝﾃﾞｵｰﾙ ﾘﾈｽﾄﾚﾉｰﾙ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1.6mg，
0.048mg

日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 内服用黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ
複合剤

0611頃中止 0504販売元
変更(前：三共)

0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽｷﾉﾝ錠0.25 ｶﾙﾎﾞｺﾝ 0.25mg 三共 抗悪性腫瘍剤 0503中止
0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽｷﾉﾝ錠0.5 ｶﾙﾎﾞｺﾝ 0.5mg 三共 抗悪性腫瘍剤 0209中止
SB 3:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｵﾙｶﾞﾎﾞﾘﾝ錠2 ｴﾁﾙﾅﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9303中止
GK 4:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｹﾞｽﾀﾉﾝ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 5mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 9609中止
SQUIBE 裸錠 白 有 ｹﾅｺﾙﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 三共 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9209中止
DG 7:☆ORGANON DG7:1mg 裸錠 白 有 ｵﾊﾞﾎﾟｰｽﾞ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 0409中止 9701ﾋｰﾄ裏変

更(DG7削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

CT 7:Organon ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ-三共 四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄) 0104製造
元変更 9709ﾋｰﾄ裏変更

GK 7:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾊﾟｰｾﾘﾝ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg MSD 前立腺肥大症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

5 SANKYO 106 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠5 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更
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10 SANKYO 107 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 108:20 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 三共 抗不安剤 9709中止
SANKYO 112 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾚﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 三共 抗不安剤 9409中止
SANKYO 116:5 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共) 010907
収載(商品名の変更 前:ﾈ
ﾙﾎﾞﾝ錠)

SANKYO 117:10 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共)
SANKYO 118 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾙﾋﾟﾝ錠 臭化ﾒﾁﾙｵｸﾀﾄﾛﾋﾟﾝ 10mg 三共 鎮痙剤 0703中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SANKYO 125:1 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠1 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更，裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）など

SANKYO 126:2 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠2 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 128:5 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠5mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 睡眠導入剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 129:10 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠10mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 睡眠導入剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)

SANKYO 131:0.5 裸錠 白 無 ﾒﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 0.5mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 132:1 裸錠 白 有 ﾒﾚｯｸｽ錠1mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 145 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｼﾞ
ﾝとして)

第一三共 鎮痛剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO 157 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾆﾝ錠)

KRH102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ｸﾚﾊ-第一三共 慢性腎不全用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200)

SANKYO 211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄赤 ｱﾙﾄﾛﾝ 三共 高脂血症治療剤 0109中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 213 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡黄赤 ｱｸﾁﾑｶﾌﾟｾﾙ 三共 消化酵素剤 01中止予定 9605ﾋｰﾄ商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 220:5 裸錠 白 無 ﾌﾞｸﾏﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞｸﾓﾛｰﾙ 5mg 三共 不整脈･狭心症治療剤 01春頃中止予定
SANKYO 221:10 裸錠 白 有 ﾌﾞｸﾏﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞｸﾓﾛｰﾙ 10mg 三共 不整脈･狭心症治療剤 01春頃中止予定
SANKYO 226 裸錠 淡灰褐～淡

黄褐
無 ﾀｶﾌﾟﾚｯｸｽ錠 ﾀｶﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞN､ﾘﾊﾟｰｾﾞ

MY
100mg，
25mg

第一三共 消化酵素剤 1003中止
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SANKYO 231 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-
CoA還元酵素阻害剤)

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠)

SANKYO 232 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-
CoA還元酵素阻害剤)

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更など 9609ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 249:25 裸錠 白 有 ﾛﾝﾁﾙ錠25 ﾋﾄﾞﾛﾌﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 三共 利尿血圧降圧剤 0003中止 9702ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ
ﾙ形)

黄 無 ﾉｽｶｰﾙ錠100 ﾄﾛｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 100mg 三共 糖尿病治療剤(ｲﾝｽﾘﾝ抵
抗性改善剤)

0003中止 961206収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 253 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ
ﾙ形)

黄 無 ﾉｽｶｰﾙ錠200 ﾄﾛｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 200mg 三共 糖尿病治療剤(ｲﾝｽﾘﾝ抵
抗性改善剤)

0003中止 961206収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 257 裸錠 白 有 ﾙﾈﾄﾛﾝ錠1mg ﾌﾞﾒﾀﾆﾄﾞ 1mg 第一三共 利尿剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾈﾄﾛﾝ錠)

SANKYO 258:2 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg(ｻﾙﾌﾞﾀ
ﾓｰﾙとして)

三共 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(0702迄)，承継に
伴い(ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝへ)
0207ﾋｰﾄ会社ﾏｰｸ変更な
ど 9702ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 261 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠1mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

SANKYO 262 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠2mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更

SANKYO 263 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠4mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0204ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

SANKYO 265 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙白 ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ80mg ﾌﾟﾗｳﾉﾄｰﾙ 80mg 第一三共 粘膜防御胃炎･胃潰瘍治
療剤<植物抽出･精製製
剤>

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ)

SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐
帯)

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-Rｶﾌﾟｾﾙ18.75mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

1010製造販売元変更(前:
第一三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏ
ｲﾔｰｽﾞ中止

SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 脳循環･代謝改善剤 9903中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 SANKYO 308 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵﾀﾐﾝ錠25 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして)

第一三共 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 0903中止 0704社名変更
(統合に伴い，前:三共)

SANKYO 311 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(大原薬品工業へ)

SANKYO 312 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
25)
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SANKYO 313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

0803中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
SANKYO 320 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
50)

SANKYO 321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

0803中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
SANKYO 322 μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤紫/暗赤

紫
ｺﾊﾞﾒﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 第一三共 末梢性神経障害治療剤 1003中止

SANKYO 328 裸錠 白 無 ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠20mg ｼﾞｸﾛﾛ酢酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ｱﾐﾝ

20mg 第一三共 肝機能改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠)

SANKYO 338 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
100mg)

SANKYO 339 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
250mg)

SANKYO 345 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝSE錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ治療剤 9903中止
SANKYO 405 裸錠 白 無 ﾛｲｺﾝ錠10mg ｱﾃﾞﾆﾝ 10mg 第一三共 白血球減尐症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に

伴い(大原薬品工業へ)

P-D 444:250 裸錠 白～微黄白 無 ﾎﾟﾝﾀｰﾙ錠250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0210ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

P-D 536 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 125mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

P-D 540 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

SANKYO 607 糖衣錠 暗赤褐 無 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ錠50 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 50mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ

SANKYO 609 糖衣錠 暗赤褐 無 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ錠250 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ

SANKYO 624 腟錠（裸錠） 白 無 ｸﾛﾏｲ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾏｲ腟錠)

SANKYO 640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾄﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 三共 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9803中止
SANKYO 641 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾄﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 三共 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9803中止
SANKYO 676 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞﾅﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 第一三共・ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲ

ﾝ
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾅﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 クリア 武田ﾍﾙｽｹｱ-武田薬品工
業

便秘薬

錠剤 淡黄褐～淡
褐（暗褐の微
細な斑点）

無 ｻﾞｯﾂ錠 武田ヘルスケア-武田薬
品工業

胃腸薬

錠剤 黄 無 ビタミンC「ﾀｹﾀﾞ」 武田ﾍﾙｽｹｱ-武田薬品工
業

ﾋﾞﾀﾐﾝC製剤

糖衣錠 白～帯黄白 無 5mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
糖衣錠 白～帯黄白 無 10mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤
裸錠 白～黄みの

白
有 2mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
裸錠 淡黄～淡橙 有 5mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
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裸錠 白～黄みの
白

有 10mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

裸錠 白～帯黄白 有 ﾋﾌﾟﾉｼﾞﾝ2.5mg錠 ﾍﾟﾙﾗﾋﾟﾝ 2.5mg 武田薬品工業 睡眠剤 9602中止
裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ1mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 武田薬品工業 睡眠剤
裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ2mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 2mg 武田薬品工業 睡眠剤
裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.4mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 武田薬品工業 抗不安剤
裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.8mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 武田薬品工業 抗不安剤
糖衣錠 白 無 ｱﾊﾞﾝ錠 ｲﾃﾞﾍﾞﾉﾝ 30mg 武田薬品工業 脳代謝･精神症状改善剤 9805中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙みの黄 無 ﾛｾﾞﾚﾑ錠8mg ﾗﾒﾙﾃｵﾝ 8mg 武田薬品工業 ﾒﾗﾄﾆﾝ受容体ｱｺﾞﾆｽﾄ 100611収載
裸錠 白 有 0.5mgｺﾙｿﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0406中止
裸錠 白～帯黄白 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ7.5mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 7.5mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 極薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ15mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ30mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 30mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 白 無 5mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
裸錠 白 有 25mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
裸錠 黄白 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠5 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0106ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

裸錠 淡黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載，

裸錠 薄橙黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0109商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠)，ﾋｰﾄ変更(5追
加等)

裸錠 白～帯黄白 有 ﾓﾘｱｰﾙ錠 ﾓﾙｼﾄﾞﾐﾝ 2mg 武田薬品工業 血管拡張剤 91中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄灰白/

白～黄灰白
ﾎﾟﾘﾄｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 武田薬品工業 消化酵素製剤

糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃﾝｻﾞｲﾝ錠 塩酸ｶﾙﾎﾞｸﾛﾒﾝ 75mg 武田薬品工業 虚血性心疾患改善剤 95中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 武田薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾏｵﾝ錠 ｽﾋﾟｿﾞﾌﾗﾝ 80mg 武田薬品工業 消化性潰瘍治療剤 890126中止
裸錠 白～帯黄白 無 ｿﾙﾌｧ25mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 25mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
裸錠 白～帯黄白 有 ｿﾙﾌｧ50mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 50mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
裸錠(楕円形) 淡黄 無 ﾕﾆｼｱ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
8mg，
2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

裸錠(楕円形) 淡赤 無 ﾕﾆｼｱ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ

8mg，5mg(ｱ
ﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとし
て)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか
に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ（0208迄） 921127
収載 ﾋｰﾄに｢1日1回服
用｣の記載有り

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0609ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0208ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄに｢1日1回服用｣の記
載有り

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか
に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ(0010迄)，旧本体
(0406迄) 921127収載 ﾋｰ
ﾄに｢1日1回服用｣の記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧本体（0406迄），本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更
0010ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄黄 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0611頃ﾋｰﾄ若干変更(表
裏30削除等) 0406本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾙﾀ錠0.1 ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg 武田薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ｾﾙﾀ錠0.15 ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg 武田薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 極薄黄 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

4mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

裸錠(楕円形) 極薄紅 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

8mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠2 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 2mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表2追加，裏ｶﾀｶ
ﾅ記載

裸錠 白～帯黄白 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 4mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏4
削除等) 0207ﾋｰﾄ表4追
加等

裸錠 極薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 8mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏8
削除等) 0207ﾋｰﾄ表8追
加等

裸錠 薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠12 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 12mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表12追加等
990507収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 5mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 5mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤
糖衣錠 黄 無 25mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
糖衣錠 黄 無 50mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 50mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡紅 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

17.5mg(ﾘｾﾄﾞ
ﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
として)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 070608収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白～帯黄白 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ5mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠LD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載 本体に割線
に見えるくぼみ有り

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯黄白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠HD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更
前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ25)，ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更
前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ50)，ﾋｰﾄ変更

裸錠(口腔内崩
壊錠）

帯黄白 有 ﾍﾞｲｽﾝOD錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

040709収載

裸錠(口腔内崩
壊錠）

微黄 有 ﾍﾞｲｽﾝOD錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

040709収載

裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｲｽﾝ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

0102ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｲｽﾝ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

0104ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

薄灰ﾋﾟﾝｸ 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ｵｽﾃﾝ錠)

裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡赤 有 ﾈｼｰﾅ錠6.25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 6.25mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

微黄 有 ﾈｼｰﾅ錠12.5mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 12.5mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾈｼｰﾅ錠25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 25mg(ｱﾛｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0611ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0502本体割線
入(表 横一本，裏 十字)

裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0612ﾋｰﾄ若干変更(表裏
30削除等)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏
2.5削除等) 020426収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 黄～橙黄 無 ﾌﾞﾛﾆｶ錠40 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 40mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

951124収載

裸錠 黄～橙黄 有 ﾌﾞﾛﾆｶ錠80 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 80mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

01頃ﾋｰﾄ変更 951124収
載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠100 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 100mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠200 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 200mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄淡紅/黄～
黄緑白

ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝ)

裸錠 白 有 ﾎﾟﾝｼﾙFP錠125mg ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 武田薬品工業 内服用皮膚糸状菌症治
療剤

0812中止 010907収載(商
品名変更 前:ﾎﾟﾝｼﾙFP)，
ﾋｰﾄ変更(125追)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 125mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか

に紅帯白
無 ﾒﾘｼﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変

更 前:ﾒﾘｼﾝ錠)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ120mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
裸錠 白～微黄白 無 ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠20mg｢ﾀｹ

ﾀﾞ｣
ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 20mg 武田薬品工業 ｺﾃﾞｲﾝ系製剤(鎮咳･鎮痛

剤，下痢症状改善剤)
0906商品名変更(前:ﾘﾝ酸
ｺﾃﾞｲﾝ錠20mg｢ﾀｹﾀﾞ｣)
0812本体ｺｰﾄﾞ追加 ﾊﾞﾗの

錠剤（カプレット
型）

白と淡黄の2
層

無 ﾍﾞﾝｻﾞAL 武田薬品工業 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸配合鼻炎用内
服薬

EISAI EISAI 裸錠 白 無 ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝ配合錠 ｻﾘﾁﾙ酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ､
ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ

40mg，26mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 鎮暈剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ錠 ｾﾝﾅｴｷｽ 40mg 興和新薬 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9702ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ錠40mg ｾﾝﾅｴｷｽ 40mg 興和-興和創薬 緩下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ
錠) 0310本体ｺｰﾄﾞ両面→
片面一括

糖衣錠 白 無 ｶﾗﾄﾞﾘﾝｺｰﾜ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 興和新薬 循環不全治療剤 9911中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9602色
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糖衣錠 白 無 ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 興和-興和創薬 消化性潰瘍･胃炎･慢性
肝疾患治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ
錠)

糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾚｽﾄﾝｺｰﾜ ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 興和新薬 消炎･中枢性筋弛緩剤 8908中止
糖衣錠 橙 無 ｽﾒﾙﾓﾝｺｰﾜ糖衣錠 興和新薬 咳嗽治療剤 9307中止
糖衣錠 白 無 ﾄﾘｾﾁﾞﾝｺｰﾜ 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 興和新薬 虚血性心疾患治療剤 9207中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/白 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 興和新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0111中止 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ

錠と本体ｺｰﾄﾞ同じ
裸錠 白 無 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 興和新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0111中止 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ

ｶﾌﾟｾﾙと本体ｺｰﾄﾞ同じ
裸錠 白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興和新薬 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9704ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興和 高尿酸血症治療剤 0711中止 051216収載(商

品名変更に伴い，前:ｱﾛ
ﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠) 0310本体
ｺｰﾄﾞ記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾊﾟﾗﾌｪﾉﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ 興和新薬 前立腺障害改善剤 9705中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾆﾝｺｰﾜ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 興和新薬 頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾆﾝｺｰﾜ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 興和-興和ﾃﾊﾞ 頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興和

創薬) 0310本体ｺｰﾄﾞ044
裏→表

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾍﾞﾄﾞﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 興和新薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9401中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg 興和新薬 代謝性賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9704ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308本体ｺｰﾄﾞ両面→片

面 0212ﾋｰﾄ変更（裏A・20
削除等）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠30 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 興和新薬 代謝性製剤 9304中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠60 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
60mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308錠剤ｺｰﾄﾞ印刷両面

→片面 9706ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾊﾞﾛ錠1mg ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 1mg 興和-興和創薬，第一三
共

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0610販売会
社社名変更，統合に伴い
(前:興和) 030912収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄黄赤 有 ﾘﾊﾞﾛ錠2mg ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 2mg 興和-興和創薬，第一三
共

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0801本体色変更(前:白)，
割線追加 0704社名変更
(統合に伴い，前:三共)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和新薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0301迄) 9708ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠150 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 050610品名変更(前：
MDSｺｰﾜ錠) 0310本体ｺｰ
ﾄﾞ位置変更（両面→片面

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 0310本体ｺｰﾄﾞ位置変更
（両面→片面一括） 0302
ﾋｰﾄM・300削除，300mg
追加

裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠5 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1103中止
裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠10 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1203中止
糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 中止，9304薬価削除 ﾗﾝ

ﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠と本体ｺｰﾄﾞ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠 ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0206ﾋｰﾄ裏R･D削

除) ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ
(中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠30mg ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和-興和創薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症・鎮
痛・解熱剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ
錠) ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ
(中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205ﾋｰﾄ裏C･L100

削除) 9702ﾋｰﾄ裏商品名
記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 興和-興和創薬 虚血性心疾患 0206ﾋｰﾄ変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0303ﾋｰﾄ裏R･C1削除等
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0304ﾋｰﾄ裏R･C2削除等
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 8902中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 9703中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 3mg 興和新薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠3 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 3mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 010706収載(商品名の変

更 前:ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙ錠)
裸錠 白 有 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠6 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 6mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（裏ｺｰﾄﾞ Ｈ・

Ｄ6削除） 9705ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 900601収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205まで) 9702ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 興和-興和創薬 虚血性心疾患 0310本体ｺｰﾄﾞ両面→片
面一括 0205ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9306本体

ICI 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI 201:10 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載 14錠ﾋｰﾄ表に曜日
記載

ICI 201:20 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

ICI 201:5 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI 214:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 14錠
ﾋｰﾄ表に曜日記載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

amotril 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI 219:20 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI421 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI421 20D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 900601
収載

糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9508中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｸﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大蔵製薬 脂質代謝改善剤 0003中止 9711ﾋｰﾄ記号

削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ錠｢ｵｰｸ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 9702中止
糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9810中止 9306変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大蔵製薬 循環障害改善剤 9206中止
裸錠 淡黄白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大蔵製薬 利尿剤 9702中止
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OI7 OI7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大蔵製薬-ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ，
昭和薬品化工，ﾏｲﾗﾝ製
薬

循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄)，承継に
伴い(新:辰巳化学) 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

OI8 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 04頃中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
ｺｰﾄﾞ再記載等

裸錠(楕円形) 灰白 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢ｵｰｸﾗ｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大蔵製薬 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ
OI16 100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 0303中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9202まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｰﾌﾄｯﾌﾟ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 9508中止 920710収載
糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 050610収載，商品名変更

に伴い(前：ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠)
糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 9703ﾋｰﾄ変更(TIP-2削除)
糖衣錠 白 無 ﾌﾛﾍﾞﾝ錠40 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 科研製薬 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾛﾍﾞﾝ) 9702
ﾋｰﾄ変更(TFP削除)

裸錠 淡黄褐 有 ﾃﾞｨｰﾗ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 科研製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0208中止 0203頃ﾋｰﾄ変
更

ｱﾌﾟﾚｰｽ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0701ﾋｰﾄ裏記

0301販売
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0610ﾋｰﾄ裏記

0301販売
KP 062 裸錠 白 無 ﾎﾝﾊﾞﾝ錠100mg ﾎｽﾌｪｽﾄﾛｰﾙ 100mg 杏林製薬 前立腺癌治療剤 0710頃中止 0307ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
R 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟｿ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 龍角散-杏林製薬 筋緊張･循環改善剤 0105中止 9810販売 ﾋｰﾄ

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KP 371 裸錠 薄赤 無 ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ

ｽﾄとして)
杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，

気管支喘息治療剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞﾙ
錠5) 0703ﾋｰﾄ裏記号変

KP 372
372

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｷﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾌﾟﾚｽ錠10)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製
薬

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

KTB 11 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬-杏林製薬 末梢性神経障害治療剤 0105中止 ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

帯黄白 ﾚﾏｰﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 杏林製薬 狭心症治療剤 0612頃中止 9712ﾋｰﾄ裏
変更，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 071 糖衣錠 白 無 ｺﾌﾐﾝ錠｢杏林｣ 杏林製薬 鎮咳剤 0309頃中止 97ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 077 裸錠 白 有 ﾍﾞﾊｲﾄﾞ錠4mg ﾍﾞﾝﾁﾙﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 4mg 杏林製薬 利尿・降圧剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾊｲﾄﾞ)

KP 082 糖衣錠 白 無 ﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ錠 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸 150mg 杏林製薬 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸製剤 9503中止
KP 085 裸錠(六角形) 赤橙 有 ﾍﾞﾊｲﾄﾞRA配合錠 杏林製薬 血圧降下剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾊｲﾄﾞRA錠)
KP 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 小児用ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠50mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 50mg 杏林製薬 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

KP 117 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠<<ｷｮｰ
ﾘﾝ>>10mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309頃中止 97ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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KP 118 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠<<ｷｮｰ
ﾘﾝ>>30mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309頃中止 9707ﾋｰﾄ変
更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 123 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｸﾁﾗﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 杏林製薬 鎮痙･流早産防止剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｸﾁﾗﾝ錠)

KP 151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾒﾌﾟﾘﾝ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 杏林製薬 血圧降下剤 0310中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 160 裸錠 白 無 ｺﾚｷｻﾐﾝ錠200mg ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 杏林製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

変更(前:ｺﾚｷｻﾐﾝ錠) 0307
ﾋｰﾄ裏200mg追加等

KP 177 糖衣錠 白 無 ｱｷﾞﾌﾄｰﾙS錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 杏林製薬 解毒剤 0312頃中止 97ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 245 糖衣錠 白 無 ｼﾞｪﾌﾛﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 杏林製薬 抗めまい剤 0312中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 247 糖衣錠 白 無 ﾍｸﾄ･M錠 杏林製薬 片頭痛用剤 97ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

KP 256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 杏林製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

商品名変更に伴い(前:ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠)

KP 262 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾋﾟﾛｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 杏林製薬 微小循環改善剤 9903中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧本体（0402頃まで），本
体商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
0208ﾋｰﾄ裏変更 9612ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ

KP 305 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 気管支喘息，脳血管障害
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0306迄) ，本体商
品名記載，ｺｰﾄﾞ削除

ｹﾀｽ 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害剤，
脳血管障害･気管支喘息
改善剤

0609頃ﾋｰﾄ裏記号変更

KP 711
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 杏林製薬 広範囲経口抗菌剤(ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ系)

1009本体小型化

KP 721
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 杏林製薬 広範囲経口抗菌剤(ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ系)

KP 777 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 杏林製薬 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

ﾌｨﾙﾑ
KP 811 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞﾛｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 杏林製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0406中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

KP 833 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞﾛｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 杏林製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0406中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ安中散ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ

ｽｶﾌﾟｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃緑/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ茵ちん蒿湯ｴｷｽｶﾌﾟ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ安中散ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載

9410頃変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ

ｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9209販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9301販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9510販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃緑/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ茵ちん蒿湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

KN 288 KN288 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾀｰﾅ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ
剤配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾚｽﾀｰﾅ錠)

糖衣錠 微黄赤～帯
黄赤

無 ﾃﾞﾀﾄｼﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 0.5mg 小林化工 血管緊張緩和･血圧降下
剤

0403中止 940708収載

KN-282 KN 282 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾅﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg（ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として）

小林化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0905中止

KN 298 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706中止 960705収載

KN 299 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706中止 960705収載

K 11 K11 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ｺｰﾄﾞ(1003迄) 明治製
菓とﾋｰﾄ異なる

KN 202 KN202 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｺﾊﾞﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KN 204 KN204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｺﾊﾞﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KN 208:10 KN208 10mg 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾒﾘｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 小林化工 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載

KN 405 KN405 30mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾄﾐﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 小林化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｾﾙﾄ
ﾐﾄﾞ錠)

KN 232 KN232 30mg：30mg 裸錠 白 有 ﾅﾙｺﾁﾝ錠30 ﾉｽｶﾋﾟﾝ 30mg 小林化工･全星薬品，ﾒﾙ
ｸﾎｴｲ

鎮咳剤 0601中止 980710収載

MK 01 MK01 37.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg
｢MEEK｣

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 050520

治製菓とﾋｰﾄ異なる
KN 119 KN119 50mg 裸錠 微黄白 無 ｺﾊﾞﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 小林化工 自律神経調整剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾊﾞﾝﾀﾞｷｼﾝ錠)
KN 231 KN231 50mg 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾛﾌｧｰﾙ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 小林化工 粘膜保護･組織修復胃

炎･胃潰瘍治療剤
0910中止

KN:50 KN286 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾄﾞﾘﾝF錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 小林化工 循環系作用物質製剤 1011中止
KN 333 KN333 100mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠）
KN 123 0.5mg:KN123 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｿﾞﾗﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 小林化工 精神安定剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾁｿﾞﾗﾝ錠)
KN 331 KN331 200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｺﾊﾞｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 小林化工 骨粗鬆症治療剤 0806商品名変更(前:ｺﾊﾞｽ

ﾃﾝ錠)
KN 255 KN255 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾛﾝ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 0706中止 ﾋｰﾄ200mg追

加，商品名表→裏 98ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940708収載

MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KN 237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾃﾘｵSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林化工 高脂血症治療剤 0612中止
裸錠 淡紅 有 ｺﾌﾍﾞﾀﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 小林化工 鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)
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KN 256 KN256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾁｵ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 小林化工 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺﾁｵ錠)

KN 153 裸錠 白 無 ﾗﾀﾞﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 小林化工 筋緊張性疼痛疾患治療 0412中止
KN 255 KN255 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾛﾝ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 0706中止 ﾋｰﾄ200mg追

加，商品名表→裏 98ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940708収載

KN 278 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾄﾗｽﾀｰ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 小林化工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0203中止 940708収載

MK 05 MK05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 ﾋｰﾄ商品名表→裏
000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KN 403 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾘｵﾀﾞﾝ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 小林化工 合成抗菌剤 9609中止 940708収載
KN 408 KN408 25mg 裸錠 微黄 無 ｹﾞｼﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 0812商品名変更(前:ｹﾞｼﾝ

錠)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢ｻﾝﾃﾝ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 参天製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで)
糖衣錠 薄橙黄 無 ﾄﾘｿﾗﾚﾝ錠 ﾄﾘｵｷｼｻﾚﾝ 5mg 参天製薬 尋常性白斑治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
裸錠 淡黄 無 ﾌﾛｾﾄﾞﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 参天製薬 降圧利尿剤 9302中止
裸錠 黄 有 ﾊﾟﾙﾋﾞﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 参天製薬 代謝性強心剤 9309中止
糖衣錠 帯黄赤 無 ｻﾝﾁﾓﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 参天製薬 冠循環障害改善剤 9501中止
糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟ錠 塩酸ﾚﾌｪﾀﾐﾝ 25mg 参天製薬 筋肉痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9302まで)
裸錠 橙黄 無 ﾒﾛﾆｰﾙ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 参天製薬 血管強化･止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)

糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠50 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 50mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾄﾗｲﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 参天製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9312中止
糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改

善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9212まで)

糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9209まで)
623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三

共
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三

共
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤 に伴い，前:第一製薬)

S 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘｰﾅ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 第一製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄）
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈｿﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.53mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 8905色変更

(旧:桃)
裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0704
社名変更(統合に伴い，
前:第一製薬)

裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に
伴い(協和発酵へ) 0705

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄白/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-第一製薬

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0501中止(0412錠販売)
0203ﾋｰﾄ変更 010202収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-第一製薬

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0501中止(0412錠販売)
0203ﾋｰﾄ変更 010202収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

ISCOTIN 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠50mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 50mg 第一製薬 結核化学療法剤 0512中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

-NEO- ISCOTIN 裸錠 白 有 ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸
ﾅﾄﾘｳﾑ

100mg 第一三共 結核化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾄﾗｷｼﾝ錠 ﾒﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 第一製薬 精神神経安定剤 9207中止
糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠10mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg(ﾛﾌｪﾌﾟﾗ

ﾐﾝとして)
第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ裏変更，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠25mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 第一三共 消化器系鎮痙･鎮痛剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠)

裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

橙 有 ﾄﾗﾝｺﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 第一製薬 静穏筋弛緩剤 9610中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠100mg ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 第一三共 抗炎症鎮痛剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞﾛﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 第一三共 消炎鎮痛剤 0903中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱｸﾁﾅﾐﾝ 塩化ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ 10mg 第一製薬 胃腸機能改善剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 薄橙 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠40mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 40mg 第一三共 統合失調症治療剤 1004よりﾊﾞﾗ包装のみ
糖衣錠 白 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠20mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 20mg 第一三共 統合失調症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

裸錠 橙 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ

裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 0.5mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共 抗精神病剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 田辺三
菱製薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠125mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 第一三共 不整脈治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 97ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠250mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 250mg 第一三共 不整脈治療剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠 白 有 ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠10mg 塩酸ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ 10mg 第一三共 脳･末梢血行動態改善

剤，子宮鎮痙剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠)

裸錠 白 無 ﾐｵﾄﾛﾝ錠 ﾌﾗｻﾞﾎﾞｰﾙ 1mg 第一製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9603中止 9003変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 第一製薬 脳循環代謝改善剤 9911中止 97ﾋｰﾄ裏変更

記載(ｶﾀｶﾅ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠30mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療

剤
に伴い，前:第一製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠60mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 60mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療
剤

に伴い，前:第一製薬)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 第一三共ｴｽﾌｧ 高脂血症治療剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠10mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 第一三共 持続性高血圧･狭心症治

療剤 慢性心不全治療剤
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

体割線追加，ｺｰﾄﾞ印刷→
刻印，ｻｲｽﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠20mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 第一三共 高血圧･狭心症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈﾗﾝ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎﾙﾐﾗｰｾﾞ 第一製薬 消化酵素剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ錠5mg ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 5mg 第一三共 ﾚﾄﾛ･ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟｽﾑｽ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 第一製薬 胆･膵･尿路鎮痙剤 0312中止 98ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾉｲｴﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍

治療剤
1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾝﾃｯｸ錠200mg ﾏﾛﾁﾗｰﾄ 200mg 第一三共 肝蛋白代謝改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝﾃｯｸ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠200mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾ
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裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
020705収載(商品名変更
前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白～淡黄白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)

ATP20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ATP腸溶錠20mg｢第一三

共｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 第一三共 ATP製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ATP腸溶錠”
第一”)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0808迄) 0710承継
(第一三共より) 0705ﾋｰﾄ

裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 第一三共 結核化学療法剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載(商品名変更 前:ｳｲﾝ
ﾄﾏｲﾛﾝ錠)

裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 98ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 第一三共 結核治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

第一三共 広範囲経口抗菌剤 1003中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ

ﾋﾞﾒﾘﾝとして)
第一三共 口腔乾燥症状改善薬

に伴い，前:第一製薬)
0202製造元変更(前:雪印

糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾍﾞﾘﾝ錠25 ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg 大正製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9103中止
T 621:0.15 μ g:T621

0.15μ g
裸錠 白 無 ﾎｰﾈﾙ錠0.15 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.15μ g 大正製薬-大正富山医薬

品
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0304大正富山医薬品販

売 010601収載
T 622:0.3 μ g:T622 0.3

μ g
裸錠 白 有 ﾎｰﾈﾙ錠0.3 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.3μ g 大正製薬-大正富山医薬

品
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0304大正富山医薬品販

売 010601収載
ﾛﾙｶﾑ 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 4mg 大正製薬-大正富山医薬

品
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0805ｺｰﾄﾞ変更

T 17 50mg:T17 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤
0304大正富山医薬品販

T 18 200mg:T18 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0804迄) 0608ﾋｰﾄ

等) 0403頃錠剤小型化
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｸﾞﾉｰﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大正製薬 消炎鎮痛剤 9303中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟｰｼﾞﾛﾝ錠 大正製薬 緩下剤 9403中止
T 47 裸錠 黄～橙黄 有 ﾊｲﾙﾄﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大正製薬 代謝性強心剤 9009中止
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T 65 裸錠 白 有 ﾒﾄﾘｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大正製薬-大正富山医薬
品

低血圧治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0206ﾋｰﾄ変更 0011ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9701ﾋｰﾄ変更

T 71 裸錠 白 無 ｱﾙﾎﾞ錠100mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

持続性消炎･鎮痛剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾎﾞ100)
0304大正富山医薬品販
売 0304ﾋｰﾄ変更（mg追加

T 72 裸錠 白 無 ｱﾙﾎﾞ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

持続性消炎･鎮痛剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾎﾞ200)
0304大正富山医薬品販
売 0304ﾋｰﾄ変更（mg追加

T 78 裸錠 白 有 ｱﾚｽﾄ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 大正製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9103中止
裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0602迄) 0510

製造販売元変更(前:大正
製薬) 0011ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠200 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 200mg 大正製薬 不整脈治療剤 9503中止 920828収載
T130 糖衣錠 白 無 ｵｸｿﾗﾚﾝ錠10mg ﾒﾄｷｻﾚﾝ 10mg 大正製薬-大正富山医薬

品
尋常性白斑治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｵｸｿﾗﾚﾝ錠)
0305ﾋｰﾄ変更，商品名表
から裏等

T 135
125mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠125mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠)

T 211 裸錠 橙 無 ｻｲﾛﾆﾝ錠25γ ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 大正製薬-大正富山医薬
品

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0503中止 0306ﾋｰﾄ変更

T 137
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠250mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾊﾟｲﾘﾝ250)

T 290 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾛﾝ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬
品

粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0304大正富山医薬品販
売 0207ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

T291 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾛﾝ50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大正製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9503中止
T292 100

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬

品
粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0304大正富山医薬品販
売 0112ﾋｰﾄ裏変更（記号
削除等) 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾛﾝ100)

50 T650 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬
品

抗ﾘｳﾏﾁ剤･ｳｲﾙｿﾝ病治
療剤･金属解毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
50) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

100 T651
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

抗ﾘｳﾏﾁ剤･ｳｲﾙｿﾝ病治
療剤･金属解毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
100) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

200 T652
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡黄 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ｳｲﾙｿﾝ病治療剤･金属解
毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
200) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

T 702
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾏｽ錠100 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

躁病･躁状態治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0111ﾋｰﾄ変更 010907
収載(商品名の変更 前:
ﾘｰﾏｽ100)

T 703
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾏｽ錠200 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

躁病･躁状態治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0111ﾋｰﾄ変更 010907
収載(商品名の変更 前:
ﾘｰﾏｽ200)

T 735
125mg

裸錠 白 無 ﾘﾝﾗｷｻｰ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 大正製薬-大正富山医薬
品

筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾗｷｻｰ錠)
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T 737
250mg

裸錠 白 無 ﾘﾝﾗｷｻｰ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 大正製薬-大正富山医薬
品

筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾗｷｻｰ250)

T 742 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠2mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 2mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0304大正富山医薬品販
売 010202収載

T 744 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 4mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(0805迄) 0304大
正富山医薬品販売
010202収載

T 830 裸錠 白 有 ｽﾄﾊﾟﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

大正製薬 合成抗菌剤 9110中止

PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万
単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

PSK C01:0.5 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

0.5:PT C01 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0812ﾋｰﾄ表CAR 0.5削除
0305ﾋｰﾄMG削除

PT E01 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PSK C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420
収載

1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PT T01 裸錠 白 無 ﾃﾘﾏｹﾞﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 胃粘膜麻酔剤 9805中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠“ﾌｧｲｻﾞｰ“ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9002中止
PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9105まで)
PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
PT E02 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PSK C03:2 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除

0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
PTU02 PT U02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾅｼﾝ錠 ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載
PSK C04:4 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
4:PT C04 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 4削除

0401ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

Pfizer D05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9203変更
Pfizer D06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)

PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 非麻薬性鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9405まで)
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PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)

PT B12 PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9509ﾋｰﾄ
裏商品名記載

PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9406まで)

PT B13 PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載

C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9108まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変

更(旧:淡黄)
Pfizer：VOR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載

TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9204まで)
PT 094 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9004中止
PT 095 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9010中止
PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)
PT 097 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変
更(旧:淡黄)

PT142 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠250mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9005中止
PT143 PT 143 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠500mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9310色変更(旧:
MMT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤紫/濃赤

紫
ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝTｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾘｱｾﾁﾙｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 8912中止

Pfizer：VOR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載

PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
1:PT 433 裸錠 淡橙 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
PT 441 裸錠 淡橙白 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.25mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9402色変更(旧:
PT 442 裸錠 淡橙 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.5mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 9509ﾋｰﾄ裏商

品名記載
PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ

ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏
2.5削除等) 020426収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白～帯黄白 無 5mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
糖衣錠 白～帯黄白 無 10mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤
裸錠 白～黄みの

白
有 2mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
裸錠 淡黄～淡橙 有 5mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
裸錠 白～黄みの

白
有 10mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
裸錠 白～帯黄白 有 ﾋﾌﾟﾉｼﾞﾝ2.5mg錠 ﾍﾟﾙﾗﾋﾟﾝ 2.5mg 武田薬品工業 睡眠剤 9602中止
裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ1mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 武田薬品工業 睡眠剤
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裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ2mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 2mg 武田薬品工業 睡眠剤
裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.4mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 武田薬品工業 抗不安剤
裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.8mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 武田薬品工業 抗不安剤
糖衣錠 白 無 ｱﾊﾞﾝ錠 ｲﾃﾞﾍﾞﾉﾝ 30mg 武田薬品工業 脳代謝･精神症状改善剤 9805中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙みの黄 無 ﾛｾﾞﾚﾑ錠8mg ﾗﾒﾙﾃｵﾝ 8mg 武田薬品工業 ﾒﾗﾄﾆﾝ受容体ｱｺﾞﾆｽﾄ 100611収載
裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊
錠

1006本体ｺｰﾄﾞ追加

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊
錠

100７本体ｺｰﾄﾞ追加

裸錠 白 有 0.5mgｺﾙｿﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0406中止
裸錠 白～帯黄白 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ7.5mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 7.5mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 極薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ15mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ30mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 30mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 白 無 5mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
裸錠 白 有 25mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
裸錠 黄白 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠5 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0106ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

裸錠 淡黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載，

裸錠 薄橙黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0109商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠)，ﾋｰﾄ変更(5追
加等)

裸錠 白～帯黄白 有 ﾓﾘｱｰﾙ錠 ﾓﾙｼﾄﾞﾐﾝ 2mg 武田薬品工業 血管拡張剤 91中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄灰白/

白～黄灰白
ﾎﾟﾘﾄｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 武田薬品工業 消化酵素製剤

糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃﾝｻﾞｲﾝ錠 塩酸ｶﾙﾎﾞｸﾛﾒﾝ 75mg 武田薬品工業 虚血性心疾患改善剤 95中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 武田薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾏｵﾝ錠 ｽﾋﾟｿﾞﾌﾗﾝ 80mg 武田薬品工業 消化性潰瘍治療剤 890126中止
裸錠 白～帯黄白 無 ｿﾙﾌｧ25mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 25mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
裸錠 白～帯黄白 有 ｿﾙﾌｧ50mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 50mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
裸錠(楕円形) 淡黄 無 ﾕﾆｼｱ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
8mg，
2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

裸錠(楕円形) 淡赤 無 ﾕﾆｼｱ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ

8mg，5mg(ｱ
ﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとし
て)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか
に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ（0208迄） 921127
収載 ﾋｰﾄに｢1日1回服
用｣の記載有り

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0609ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0208ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄに｢1日1回服用｣の記
載有り

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか
に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ(0010迄)，旧本体
(0406迄) 921127収載 ﾋｰ
ﾄに｢1日1回服用｣の記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧本体（0406迄），本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更
0010ﾋｰﾄ変更
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄黄 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0611頃ﾋｰﾄ若干変更(表
裏30削除等) 0406本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾙﾀ錠0.1 ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg 武田薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ｾﾙﾀ錠0.15 ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg 武田薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 極薄黄 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

4mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

裸錠(楕円形) 極薄紅 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

8mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠2 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 2mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表2追加，裏ｶﾀｶ
ﾅ記載

裸錠 白～帯黄白 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 4mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏4
削除等) 0207ﾋｰﾄ表4追
加等

裸錠 極薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 8mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏8
削除等) 0207ﾋｰﾄ表8追
加等

裸錠 薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠12 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 12mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表12追加等
990507収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 5mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 5mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤
糖衣錠 黄 無 25mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
糖衣錠 黄 無 50mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 50mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡紅 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

17.5mg(ﾘｾﾄﾞ
ﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
として)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 070608収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白～帯黄白 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ5mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠LD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載 本体に割線
に見えるくぼみ有り

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯黄白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠HD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更
前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ25)，ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更
前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ50)，ﾋｰﾄ変更

裸錠(口腔内崩
壊錠）

帯黄白 有 ﾍﾞｲｽﾝOD錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

040709収載

裸錠(口腔内崩
壊錠）

微黄 有 ﾍﾞｲｽﾝOD錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

040709収載

裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｲｽﾝ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

0102ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｲｽﾝ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 武田薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

0104ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

薄灰ﾋﾟﾝｸ 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ｵｽﾃﾝ錠)

裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡赤 有 ﾈｼｰﾅ錠6.25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 6.25mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

微黄 有 ﾈｼｰﾅ錠12.5mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 12.5mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾈｼｰﾅ錠25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 25mg(ｱﾛｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0611ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0502本体割線
入(表 横一本，裏 十字)

裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0612ﾋｰﾄ若干変更(表裏
30削除等)

裸錠 黄～橙黄 無 ﾌﾞﾛﾆｶ錠40 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 40mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

951124収載

裸錠 黄～橙黄 有 ﾌﾞﾛﾆｶ錠80 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 80mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

01頃ﾋｰﾄ変更 951124収
載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠100 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 100mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠200 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 200mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄淡紅/黄～
黄緑白

ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝ)

裸錠 白 有 ﾎﾟﾝｼﾙFP錠125mg ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 武田薬品工業 内服用皮膚糸状菌症治
療剤

0812中止 010907収載(商
品名変更 前:ﾎﾟﾝｼﾙFP)，
ﾋｰﾄ変更(125追)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 125mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか

に紅帯白
無 ﾒﾘｼﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変

更 前:ﾒﾘｼﾝ錠)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ120mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載

TG 107 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高尿酸血症治療剤 101119収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾘｵﾝOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾘｵﾝOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 5mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

T S:PM2 裸錠(楕円形) 白 有 ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠(2mg) 酢酸ﾊﾟﾗﾒﾀｿﾞﾝ 2mg 田辺製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0603頃中止 9711ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 淡桃～桃 有 ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠6mg 酢酸ﾊﾟﾗﾒﾀｿﾞﾝ 6mg 田辺製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9604中止 8903変更
TA 001 糖衣錠 白 無 ｱｽﾊﾟﾗ配合錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

K，Mgｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬) 090925収載
(商品名変更に伴い，前:ｱ
ｽﾊﾟﾗ錠医家用)

TA 002 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀｲﾄﾞ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 田辺三菱製薬 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0806中止 0710社名変更
（前：田辺製薬）

TA 201:2.5 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 田辺三菱製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0803本体割線追加 0710
社名変更（前：田辺製薬）
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TA 003 糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾄﾚﾝ 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1，6，12製剤 0103中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TA 130:5 裸錠 白 無 ｶﾙｸﾞｰﾄ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 田辺三菱製薬 心機能改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA 129 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｱﾐｵﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 田辺三菱製薬 脳循環・代謝改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｻｱﾐｵﾝ

TA 004 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 5mg 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9304中止
TA 202 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 田辺三菱製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0710社名変更（前：田辺

製薬）
TA 007 糖衣錠 白 無 ｱﾛﾌﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 田辺三菱製薬 筋緊張性疾患治療剤 0710社名変更(前:田辺製

薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｱﾛﾌﾄ)

TA 104 裸錠 薄橙 無 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠10 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 10mg（ｸｴﾝ酸
ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮咳剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA 106 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾅ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

対血管薬剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ｱﾄﾞﾅ
(AC-17)錠(10mg)）

TA 131 裸錠 白 有 ｶﾙｸﾞｰﾄ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 心機能改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA 105 裸錠 薄橙 無 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 20mg（ｸｴﾝ酸
ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮咳剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA 005 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠(25mg) ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg（塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA 107 裸錠 橙黄～橙黄
褐

無 ｱﾄﾞﾅ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

対血管薬剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ｱﾄﾞﾅ
(AC-17)錠30mg)

TA 120 裸錠 白 無 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 田辺三菱製薬 Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ

TA 006 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠(50mg) ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 50mg 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9304中止
TA 124 裸錠 白 無 ﾅｲｷｻﾝ錠100mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
鎮痛・抗炎症剤 1010販売元変更(前:田辺

三菱製薬)
TA 101 裸錠 淡黄 有 ｱｻﾞﾆﾝ錠50mg ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg 田辺三菱製薬 免疫抑制剤 0710社名変更（前：田辺

製薬） 0602商品名変更
(前:ｱｻﾞﾆﾝ錠)

TA 102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑ錠300mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

Kｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA 103 裸錠 白 無 ｱｽﾊﾟﾗ-CA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg(無水
物として)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA 108 裸錠 白 有 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高尿酸血症治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾛｼﾄｰ

TA 109 裸錠 白 有 ｲﾉﾘﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 田辺三菱製薬 気管支拡張剤 0710社名変更(前:田辺製
薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｲﾉﾘﾝ錠)

TA 110 有核錠 灰白(灰褐の
斑点)

無 ｻﾞｲﾏ 田辺製薬 消化酵素製剤 0108中止 9606ﾋｰﾄSP-
>PTP，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

TA 117 裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾘﾝｸﾞ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 田辺製薬 高血圧治療剤 9604中止
TA 121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾅ錠 塩酸ﾏｻﾞﾁｺｰﾙ 4mg 田辺製薬 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群

治療剤
9605中止
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TA 125:60 裸錠 白 無 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 田辺三菱製薬 Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 0211ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)，記号表→裏

TA 126 裸錠 白 無 ﾎﾊﾟﾃ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 田辺製薬 脳代謝賦活･精神症状改
善剤

9509中止

TA 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾚｷﾉﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 田辺三菱製薬 消化管運動調律剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070615収載(商品
名変更に伴い，前:ｾﾚｷﾉﾝ

TA 132:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾘｵﾝ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 5mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘｵﾝ錠5)
0710社名変更（前：田辺

TA 133:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾘｵﾝ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘｵﾝ錠10)
0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA 134:2.5 裸錠 白 無 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠2.5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0205ﾋｰﾄ変更

TA 135:5 裸錠 白 有 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0205ﾋｰﾄ変更

TA 136:10 裸錠 白 有 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠10 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0206ﾋｰﾄ変更

TA TA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 田辺三菱製薬 鎮痙･鎮痛剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｾｽﾃﾞ

TA302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾅｲｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 300mg 田辺三菱製薬 鎮痛・抗炎症剤 0905中止 0710社名変更
（前：田辺製薬） 050610
収載，品名変更に伴い
(前：ﾅｲｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ)

TA303
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 田辺三菱製薬 持続性Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ﾍﾙﾍﾞｯ
ｻｰR100) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄは

TA304
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 田辺三菱製薬 持続性Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ﾍﾙﾍﾞｯ
ｻｰR200)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐 ｶﾑﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾝﾌﾟﾛｽﾁﾙ 25μ g 田辺三菱製薬 胃潰瘍治療剤(持続型
PGE2誘導体)

0710社名変更（前：田辺
製薬）

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄褐 ｶﾑﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ12.5 ｴﾝﾌﾟﾛｽﾁﾙ 12.5μ g 田辺三菱製薬 胃潰瘍治療剤(持続型
PGE2誘導体)

0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA M120
PGUARD:120mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青～青 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠120mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA M20
PGUARD:20mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄～黄 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠20mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 20mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA M30
PGUARD:30mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐～褐 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA M60
PGUARD:60mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑～灰緑 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TOYO 101:2 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
TO YO:5 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
TO YO:10 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/淡褐 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑｶﾌﾟｾﾙ5mg(旭
化成)

ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 旭化成 睡眠導入剤 01頃中止 920101商品名
変更

TOYO 141 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾗﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 旭化成工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化

成)
ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101

商品名変更
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裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101
商品名変更

裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成工業 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾓｽ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 旭化成工業 不整脈用剤 0102中止 9706ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾛｶﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｲｿｱﾐﾆﾙ 40mg 旭化成工業 鎮咳剤 9410中止
裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭化成) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9410まで) 920101

商品名変更
裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9305まで) 920101

商品名変更
糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9710

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ

ﾘｰ
結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9709

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 0107中止 9710ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ

ﾘｰ
結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9912中止 9801ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｱﾃﾞﾏｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 旭化成 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0102ﾋｰﾄ

変更，表記号(TYA 0.25)
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 01頃ﾋｰﾄ
変更，記号(TYB0.5)削除
9703ﾋｰﾄ裏商品名記載

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐透明 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0310社名変更 0104ﾋｰﾄ
表変更，商品名記載，記
号(TYC 1.0)削除

軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
裸錠 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
裸錠 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾘｶﾊﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘｶﾊﾞﾘﾝ) 0310
社名変更

裸錠 白 有 ﾌﾞｲｶﾙ錠K(旭化成)20万
単位

ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ
ｳﾑ

20万単位 旭化成工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 9206中止 920101商品名
変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙ錠250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

0310社名変更 0110ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

橙 有 ｼﾝｸﾙ錠500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 旭化成工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

9410中止

糖衣錠 白 無 ﾛｲｺﾏｲｼﾝ錠<200mg> ｷﾀｻﾏｲｼﾝ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0601頃中止 0310社名変
更 9708ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9308本体変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

明灰 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽL錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

250mg，
125mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾐﾍﾟﾆｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0804頃中止 0310社名変
更 0201ﾋｰﾄ表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾝｸﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝｸﾙｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐/白 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0609中止 0112ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/白 ｴﾌﾍﾟﾆｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504中止 0310社名変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡褐 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽP錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

62.5mg，
31.25mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明灰 無 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽ錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙSR錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成 持続性経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘ
ﾝ系抗生物質

0107中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅｲｽﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 旭化成 抗菌性化学療法剤 01頃中止 9709ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
TO-082 25 裸錠 白 有 ﾕﾘﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 050610収載，品名変更に

伴い(前：ﾕﾘﾉｰﾑ25mg)
0409割線追加

TO 082 裸錠 白～淡黄 有 ﾕﾘﾉｰﾑ ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 経過措置(060331迄)，旧
本体(050610迄)，品名変
更(新:ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg)に
伴い

TO 067 裸錠 白 有 ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠5mg 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 鳥居薬品 ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載裏→表
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠)

TO-188  TO-188 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg 鳥居薬品 喘息治療剤 0503中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日本ｹﾐﾌｧ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継
に伴い(日本薬品工業へ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

白 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日本ｹﾐﾌｧ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継
に伴い(日本薬品工業へ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 0310社
名変更 0107製造元社名
変更(前:日清製粉)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日本ｹﾐﾌｧ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ(0508頃迄)，承継
に伴い(日本薬品工業へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾄﾉｰﾙ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ
ﾝ錯化合物

5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 胃潰瘍治療剤 0012中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96社
名，色変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9807ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

微黄赤～淡
黄赤

ﾃﾞｶｿﾌﾄ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬

代謝性強心剤 旧ｺｰﾄﾞ(0512頃迄) 0107
製造元社名変更(前:日清
製粉)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（02頃まで） 9712
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9901ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｵﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄)，承継に
伴い(旭化成ﾌｧｰﾏへ)
0310社名変更 0107製造
元社名変更(前:日清製

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾛｽ錠 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 日清製薬 消炎鎮痛剤 9004中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡緑 ｹﾞﾌｧｿﾌﾄ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬

胃炎･消化性潰瘍治療剤 0301頃中止 0107製造元
社名変更(前:日清製粉)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

赤紫 ｽｲｸﾘｼﾝ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日研化学

慢性膵炎治療剤 0301中止 0107製造元社
名変更(前:日清製粉)
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軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，東洋ｶﾌﾟｾﾙ

末梢循環･脂質代謝改善
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512頃迄)，承継
に伴い(東洋ｶﾌﾟｾﾙへ)
0107製造元社名変更(前:
日清製粉)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾅﾄﾌｪﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日清製粉-日清製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 9512中止

裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄） 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960614収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄透明 ﾍﾟｵﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日清ﾌｧﾙﾏ-塩野義製薬 EPA製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0511迄)，0504製
造販売元変更(塩野義ヘ)
0211ﾋｰﾄ裏変更 0107製
造元社名変更(前:日清製

WELLCOME K7A WELLCOME K7A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｲﾑﾗﾝ錠 ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(0507迄) 9910剤
型変更(前:裸錠) 9712ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

WELLCOME Y2B WELLCOME Y2B 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾃﾘﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

住友製薬-ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 合成抗菌剤 0001中止 9706ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

WELLCOME B4F WELLCOME B4F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9711
ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名

Wellcome Y9C 100：
GlaxoSmithkline

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(接合
部:青)

ﾚﾄﾛﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(ｴｲ
ｽﾞ等)

旧本体，ｺｰﾄﾞ(0506迄)
0303PTPｼｰﾄに変更

WELLCOME O2F WELLCOME O2F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9712
ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名

WELLCOME U4A WELLCOME U4A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 高尿酸血症治療剤 0207商品名変更（ｻﾞｲﾛﾘｯ
ｸ錠100に） 旧ｺｰﾄﾞ(9910
まで) 9709ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NCP 114E NCP114E：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｿﾌｧﾘﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾌｧﾘﾝ) 9701

NCP 114N NCP114N：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚﾄﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日本ｹﾐﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･消炎剤 9609ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)等
930827収載

NCP 114L NCP114L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾋﾟﾛｶﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 0107中止 9704ﾋｰﾄ変更

(ｶﾀｶﾅ)等
NCP 122A NCP122A：200 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾝﾄｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日本ｹﾐﾌｧ 有痛性痙縮治療剤 0806中止 9701ﾋｰﾄ変更

S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(正八
角形)

白 無 ｽﾊﾟｽﾄﾝ錠 臭化ｼﾞﾎﾟﾆｳﾑ 15mg 日本ｹﾐﾌｧ 痙攣性疼痛緩解剤 9305中止

NCP 124B NCP124B：100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾉﾊﾟﾄｰﾙ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 中枢性筋弛緩剤 0803中止 9708ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 淡青 無 ｷﾞﾙﾘﾄﾏｰﾙ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 9501中止
NCP 214B NCP214B 糖衣錠 白 無 ｾﾙｼﾅﾐﾝS錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日本ｹﾐﾌｧ 血圧降下剤 0203中止 9611ﾋｰﾄ変更

(ｶﾀｶﾅ)等
糖衣錠 白 無 ﾗﾎﾞﾌﾟｰﾙ錠 日本ｹﾐﾌｧ 血圧降下剤 9503中止

NCP 217E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾆｼﾞﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 虚血性心疾患･脳血管障
害治療剤

9712中止

NCP 217D NCP217D：30 裸錠（徐放錠） 白 無 ｶﾙﾅｰｽ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日本ｹﾐﾌｧ Ca拮抗剤 0803中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ｶﾙ
ﾅｰｽ)

NCP 217A 糖衣錠 桃 無 ｻｲﾉｼﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 日本ｹﾐﾌｧ 虚血性心疾患治療剤 9501中止
NCP217B：5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
赤 ﾐﾙﾌｧｼﾞﾝ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0803中止

NCP 222A NCP222A：100 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲｴｰｽ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 去痰剤 0803中止 9611ﾋｰﾄ変更
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NCP 394A NCP394A：100 裸錠 白 有 ｱﾝｼﾞｰﾌ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 高尿酸血症治療剤 0706本体ｺｰﾄﾞ追加
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝｼﾞｰﾌ)

NCP395A 糖衣錠 緑 無 ﾊﾟｲﾈｼﾝ錠 日本ｹﾐﾌｧ 消炎酵素剤
削除)，裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｱｽﾃﾗｽ製 消化管運動賦活剤 0504社名変更(合併)
TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)，ﾋｰﾄ表裏

商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号LAX削除 9610ﾋｰﾄ裏

TJN ONE:0.25 0.25μ ｇ:0.25μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TJN ONE:0.5 0.5μ g:0.5μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TJN ONE:1.0 1.0μ g:1.0μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

MCI 012 MCI012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾅｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg 三菱化学-藤沢薬品工業 脳血管性精神症状改善
剤

9805中止 9702ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SEROQUEL 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄赤 無 ｾﾛｸｴﾙ25mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 25mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 旧ﾋｰﾄ(0607迄) 0510製造
元社名変更 0504社名変
更(合併)

SV 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

50 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠50 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
SV 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0402本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更

SEROQUEL 100 100㎎ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄 無 ｾﾛｸｴﾙ100mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 100mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤

裸錠 薄紅 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 8805ｼｰﾄ
変更

裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 0510製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬) 0504社名変更(合

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 125mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0612中止 0504社名変更

(合併)
裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 8805ｼｰﾄ

変更
裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 藤沢薬品工業 利尿降圧剤 0208中止 9712ﾋｰﾄ裏変

更(ALT削除)，表裏商品
名記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
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250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

250 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504社名変更(合併)

250PB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止 9707ﾋｰﾄ変更

記載(ｶﾀｶﾅ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｺﾛﾈﾙ錠500mg ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ 500mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏性腸症候群治療剤 0606ﾋｰﾄ若干変更 0510
製造元社名変更 0504社
名変更(合併)

307AV
307AV 300

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄) 三共と
ﾋｰﾄ異なる 0504社名変
更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 0907ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社
名変更 0504社名変更(合
併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 1002ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁﾝ 2mg（ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁ
ﾝとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，製造販
売元変更に伴い(新：長生
堂製薬-田辺製薬販売)

裸錠 淡黄褐 無 ﾄﾘｺﾏｲｼﾝ腟錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ﾄﾘｺﾏｲｼﾝ(外) 5万単位 藤沢薬品工業 抗真菌剤 0008中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

GRP-O
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾘﾍﾟﾆﾝ-O錠 ｶﾙﾌｪｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止

500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠 ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ錠)，

除等)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠5mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品

工業
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品
工業

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0108中止 9712ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠10mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 藤沢薬品工業 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 消化器機能異常治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

健胃消化剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUC削除

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
PT 糖衣錠 淡橙(かなり

薄)
無 ﾊﾟｰﾄﾌﾗﾝ錠 塩酸ﾃﾞｼﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ- うつ病･うつ状態治療剤 9609中止

BS:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮痙剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ
化 951124収載

TI01 吸入用ｶﾌﾟｾﾙ 明るい緑/明
るい緑

ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ18
μ g

臭化ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ水和物
(外)

18μ g(ﾁｵﾄﾛ
ﾋﾟｳﾑとして)

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 長時間作用型吸入気管
支拡張剤

041208収載

錠剤 淡黄 有 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
元変更に伴い(前:第一三
共)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/極薄
黄褐

ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

0510中止 旧ﾋｰﾄ(0305迄)

20mg：20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/極薄
黄褐

ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

0305ﾋｰﾄ変更

PE25:25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠)
0205ﾋｰﾄ変更 8909本体
追加

50H：20mg 硬カプセル 青/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載

錠剤 白～微黄 無 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

M50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

51H:40mg 硬カプセル 淡黄/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載

錠剤 白～微黄 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠80mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

100924収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透
明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
M100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性

神経障害治療剤
0206ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤/白 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 941202収
載

150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤/白 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ150mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性 抗血小板剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶ
ﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透
明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ｺｰﾄﾞ(0206迄) 940826
収載

201：1.25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 0206ﾋｰﾄ表示変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 940826収

載
202：2.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 0208ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載（ｶﾀｶﾅ）
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0211迄) 960906収

載
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203：45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ45mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性 気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟ
ｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ
化 951124収載

裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 960614収
載

NU:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ] 裸錠 黄～淡黄褐 無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠剤 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ
酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

17.5mg，
232.5mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0401製造元変更，旧ﾋｰﾄ
（0401迄）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾚﾌﾟﾀﾝ錠 塩酸ﾎﾐﾉﾍﾞﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで) 0102本
体ｺｰﾄﾞ追加 8905色変更

糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮痙剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 02ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9708
本体刻印

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0211迄) 960906収
載

裸錠 白 有 ﾗｷｿﾅﾘﾝ錠 酢酸ﾋﾞｿｷｻﾁﾝ 60mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 緩下剤 9410中止 8908本体変更
糖衣錠 白 無 複合ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ､ｽ

ﾙﾋﾟﾘﾝ
10mg，
250mg

田辺製薬 鎮痙･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9502まで)

糖衣錠 白 無 複合ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ､ｽ
ﾙﾋﾟﾘﾝ

10mg，
250mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮痙･鎮痛剤 9801中止 9502SP-
>PTP，製造元変更

裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ

化 951124収載
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)

9706ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄)
裸錠 白 有 ｱﾛﾃｯｸ錠 硫酸ｵﾙｼﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 喘息治療･気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ

化 951124収載
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)

9706ﾋｰﾄ変更
裸錠 黄 有 ﾊﾞｽｸﾗｰﾄ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 血管拡張剤 9612中止

PE12.5:12.5mg 糖衣錠 橙赤～赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠
12.5) 0207ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

13A：0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠)

裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 0009製造
元変更 9701社名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/極薄
黄褐

ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

0510中止 旧ﾋｰﾄ(0305迄)

PE25:25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠)
0205ﾋｰﾄ変更 8909本体
追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9708ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄)
裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0303迄) 9711ﾋｰﾄ

変更
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透
明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

PE100:100mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠100mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠
100) 0201ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)等

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9806ﾋｰﾄ

変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤/白 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 941202収

載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透

明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ｺｰﾄﾞ(0206迄) 940826
収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 940826収
載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｾﾙﾍﾞﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 消化管運動調律剤 0202中止 9710ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾊﾟﾄｺﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 鎮咳剤 0809中止
P B 2.5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟｺﾍﾞﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟｺﾍﾞﾝ錠)
裸錠 白 無 ﾋｽﾀｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 4mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ﾋｰﾄ 9708ﾋｰﾄ記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9103変更

40mg 裸錠 白 無 ﾅｲｽﾀｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 1010中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ﾅｲｽ
ﾀｰﾙ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ZJ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 101119収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ZJ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 101119収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢NUP｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

091001収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠5｢AR｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬からの承継
に伴い

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢
NUP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

091001収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠10｢AR｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬からの承継
に伴い

裸錠 白 無 ﾉﾙﾁｺﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 3mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 過敏性大腸炎治療剤 9106中止
裸錠 白 無 ﾋｽﾀｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 4mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
裸錠 白 無 ﾜｸﾞﾏﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9106中止

ROCHE 611 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 日本ﾛｼｭ 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9206本
体変更

BM 300 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 中外製薬 経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0601頃迄) 0310販
売変更（山之内→中外）
0210製造元変更（前：日
本ﾛｼｭ） 0202ﾋｰﾄ変更
9901ﾋｰﾄ変更
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BM 302 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 中外製薬 経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0511頃迄) 0310販
売変更（山之内→中外）
0210製造元変更（前：日
本ﾛｼｭ） 0202ﾋｰﾄ変更
9812ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9504まで)

ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで)

ROCHE 裸錠（十字割
線）

白 有 ﾌｧﾝｼﾀﾞｰﾙ錠 ｽﾙﾌｧﾄﾞｷｼﾝ､ﾋﾟﾘﾒﾀﾐﾝ 500mg､25mg 中外製薬 抗ﾏﾗﾘｱ剤 1001中止

BM 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載（品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ100mg
錠)

BM 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載(品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠)

ROCHE:F R 裸錠 淡赤 有 ﾏﾄﾞﾊﾟｰ錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg､
28.5mg

日本ﾛｼｭ ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)

B M:205 裸錠(長円形) 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.05mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.05mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→
中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 990709収
載

BM 210 裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.1mg ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 中外製薬 強心配糖体製剤 0310販売移管（山之内→
中外） 0210製造元変更
（前：日本ﾛｼｭ） 010907収
載(商品名の変更 前:ﾗﾆﾗ
ﾋﾟｯﾄﾞ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾗﾛﾄﾞｰﾊﾟ錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 日本ﾛｼｭ ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 9412中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9610変更

ROCHE 0.5:DU 裸錠 白 無 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠
0.5) 0112ﾋｰﾄ商品名記載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9610変更

裸錠 白 無 ｻﾘﾄﾞﾝ錠 日本ﾛｼｭ 解熱鎮痛剤 0104供給停止 9704ﾋｰﾄ
変更(SAR削除)，商品名

ROCHE ･1･:F T 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1)

FT 1削除)
ROCHE 1 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠1 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9502まで)
ROCHE 1 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠1 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

削除 0210製造元変更
9503ﾋｰﾄ変更

ROCHE ･2･:D V 裸錠 薄橙 有 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠2mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠2)

DV-2削除) 十字割線
ROCHE 2 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠2 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9411まで)
ROCHE 2 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠2 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

152）削除 0210製造元変
更 9412ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 淡紅赤 無 ﾉﾌﾞﾘｳﾑ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9311中止
ROCHE 5 裸錠 淡黄赤 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠5 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9411まで)

156 / 191 ページ



ROCHE 5 裸錠 淡黄赤 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠5 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤
153）削除 0210製造元変
更 9412ﾋｰﾄ変更

ROCHE 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 催眠鎮静剤 9504中止
TIGASON 10 ROCHE 10mg ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

白
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 角化症治療剤

Tigason10)削除 9910本
体変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 黄橙 無 ﾉﾌﾞﾘｳﾑ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9207中止
ROCHE 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日本ﾛｼｭ 催眠鎮静剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
TIGASON 25 ROCHE 25mg ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

褐
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 角化症治療剤

Tigason25)削除 0005本
体変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

ROCHE 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/明るい
灰

ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75 ﾘﾝ酸ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ 75mg(ｵｾﾙﾀﾐ
ﾋﾞﾙとして)

中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤 010202収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾋｰﾄが
赤いものは備蓄用の赤ﾀ

糖衣錠 淡赤 無 ﾛﾆｺｰﾙﾀｲﾑｽﾊﾟﾝ錠75 ﾆｺﾁﾆｯｸｱﾙｺｰﾙ 75mg 日本ﾛｼｭ 持続性血行改善剤 91中止
糖衣錠 橙 無 ﾒｽﾁﾉﾝ｢ﾛｼｭ｣錠 臭化ﾋﾟﾘﾄﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 60mg 日本ﾛｼｭ 重症筋無力症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ（0212頃迄），ﾒｽﾁ

ﾉﾝ錠として共和薬品工業
へ承継

ROCHE 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ/赤橙 ﾉﾌﾞﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9502中止
ROCHE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/赤橙 ﾉﾌﾞﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9503中止
ROCHE 171 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠1 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾛｼｭ 不眠症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
ROCHE 172 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ﾛｼｭ 不眠症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
ROCHE 176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 持続性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
ROCHE 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 日本ﾛｼｭ 持続性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 930528
収載

ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 930528
収載

ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)
ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで) 9704
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)

ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005まで) 9707
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)
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μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 日本ﾛｼｭ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9201変
更

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 日本ﾛｼｭ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9201変
更

ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9507
ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9504
ﾋｰﾄ変更

ROCHE 621 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｵｰﾊﾞ
ﾙ型)

白 無 ｾﾌｨﾙ錠 塩酸ｾﾌｪﾀﾒﾄﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 194mg(ｾﾌｪﾀ
ﾒﾄとして)

中外製薬-杏林製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0306中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 930319収

M 400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡灰赤 有 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg 塩酸ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ 400mg(ﾓｷｼﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 1007ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

100 錠剤(口腔内崩
壊錠)

微黄～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 100528収載

50 錠剤(口腔内崩
壊錠)

微黄～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 100528収載

EZ10 裸錠(長円形) 白 有 ｾﾞﾁｰｱ錠10mg ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg MSD・ﾊﾞｲｴﾙ薬品 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰ
ﾀｰ阻害剤，高脂血症治
療剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)，ﾋｰﾄ裏記号変更

裸錠 白 有 ﾃﾙﾛﾝ錠0.5 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ 0.5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 選択的ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬
追加等) 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ錠5mg ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ)

糖衣錠 薄橙 無 ｲﾝｼﾀﾞｰﾙ錠 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ﾒﾌﾞﾋﾄﾞﾛﾘﾝ 50mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9204中止
BA 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗血小板剤 0204本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化

001124収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.1mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.15mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.3mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.3mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0108中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾀﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾗｰﾄ5)
0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）  900420収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

帯赤灰 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載，記号(AO10)削除

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0201ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），記号(BY
A10)削除等

軟ｶﾌﾟｾﾙ(細長) 橙 ｱﾀﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾗｰﾄ) 0202
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘｸﾚｲﾝ錠10単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10単位 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 循環系作用酵素製剤 0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ） 010907収載
(規格表示変更)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
N10)削除 920529収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0512錠剤小型化 0108本
体色変更(前:微赤)，ﾋｰﾄ
変更，裏記号(AO20)削除

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
A20)削除等
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤褐 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠40mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0906錠剤小型化 0108ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載，
記号(AO40)削除

裸錠 白～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 931126収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

裸錠 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 食後過血糖改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧剤型
(0805迄) 0107ﾋｰﾄ変更

G 100 裸錠(楕円形) 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製 食後過血糖改善剤 0805本体ｺｰﾄﾞ，剤型変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更 裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(91まで)

BAYER:AD 腟錠(細長) 白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ-ﾊﾞｲｴﾙ薬

品
暗順応改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0207迄) 9905

ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9604変

更
糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで) 92ﾋｰﾄ

変更
糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9603まで) 9508変

更
裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙ ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 50mg， 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止
裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙL ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰ

ﾙ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ
50mg，
50mg，50mg

吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止

BANYU 046 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾀｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 250mg 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
BANYU 057 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/茶 ﾍﾟﾝﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ萬有 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9911中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰﾄ
BANYU 207 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾞﾘｻｲ-TX(ﾃﾄﾚｯｸｽ)ｶﾌﾟｾ ﾒﾀﾘﾝ酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 万有製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 98中止
BANYU 265 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｾﾄﾞﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500mg(力 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 500mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9712中止

裸錠 淡紅 有 ﾊﾞｲｼﾘﾝ錠 ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾍﾞﾝｻﾞﾁ 20万単位 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9911中止
TW 裸錠 白 無 ﾊﾞｲｼﾘﾝV2錠 万有製薬 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
CT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ｼﾝｼﾘﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ萬有 一硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 250mg 万有製薬 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質

製剤
0201中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg(力
価)

ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

125mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 97中止 9604ﾋｰﾄ変更

BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg(力
価)

ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 万有製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0012中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡橙紅 無 ﾊｲﾛﾝｸﾞ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 万有製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
BANYU 裸錠 淡橙紅 無 ﾊｲﾛﾝｸﾞ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 万有製薬 抗不安剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
BANYU 裸錠 白 無 ｱﾝﾁﾞﾆﾝ錠250mg ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 万有製薬 抗動脈硬化剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
BANYU 裸錠 白 有 ﾋﾞｽﾄｶｲﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg 万有製薬 胃粘膜麻酔剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐｺｽ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 万有製薬 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐｺｽ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 万有製薬 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)
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裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

裸錠(楕円形) 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠20 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

5mg
裸錠 薄赤 無 ｼﾝｸﾞﾚｱﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ

ｽﾄとして)
MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，

気管支喘息治療薬
1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 25mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090324
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 50mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090324
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50)

50 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠50 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 125mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止

125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0612中止 0504社名変更
(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)
250 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504社名変更(合併)

250PB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止 9707ﾋｰﾄ変更

記載(ｶﾀｶﾅ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

GRP-O
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾘﾍﾟﾆﾝ-O錠 ｶﾙﾌｪｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止

500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
ARC3 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ARE6 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9710ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SDF1.25 1.25mg：1.25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
1.25mg) 0301ﾋｰﾄ変更
9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

LDY2.5 2.5mg:2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
2.5mg) 0302ﾋｰﾄ変更
（2.5mg追加等）

RASTINON LRW 裸錠 白 有 ﾍｷｽﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠0.5g ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 0512商品名変更(前:ﾍｷｽ
ﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠) 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ表変更

Hoechst LR 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ-R錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ､ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 15mg，0.1mg ﾍｷｽﾄ薬品工業-日本ﾍｷ
ｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ

降圧剤 9707中止

LA20:Hoechst LA20 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ20mg錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9506まで)
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DLF DLF:20 DLF20 20mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更
前：ﾗｼｯｸｽ20mg錠） 02ﾋｰ
ﾄ20mg追加

DLI DLI:40 DLI40 40mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更
前：ﾗｼｯｸｽ錠） 0210ﾋｰﾄ
40ｍｇ追加

HC198 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 900420
収載

HC180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg 北陸製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9610ﾋｰﾄ
裏変更

HC186 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9804ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HC187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9703ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HC 197:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 951201
収載

HC 745 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 北陸製薬 鎮痙剤
追加)

HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 北陸製薬 消化管運動賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 950825
収載

裸錠 白 有 ﾊﾛｼﾞｬｽﾄ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 堀田薬品合成 精神障害治療剤 99中止
裸錠 白 有 ﾊﾛｼﾞｬｽﾄ1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 堀田薬品合成 精神障害治療剤 99中止

HT2U 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ﾎﾘﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 堀田薬品合成 消炎酵素剤 9601中止
E 94 裸錠 白 無 ｴｱﾛﾊﾟｯｸｽ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ﾐﾄﾞﾘ十字 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 9606中止 9502本体刻印

本体のEは逆三角形の中
にE

GC:44 GC440:GC440 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ錠-ﾖｼﾄﾐ 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 不整脈治療剤 9908中止 9804商品名変

GC:60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 NAPP錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾐﾄﾞﾘ十字 肝機能改善剤 9610中止
GC:75 GC750 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾃﾝ錠-ﾖｼﾄﾐ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 非麻薬性鎮咳剤 9908中止 9901ﾋｰﾄ表記

号削除(GC750)，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

GC860 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾘﾗｸﾄﾝ-ﾖｼﾄﾐ 乳酸菌含有ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ末 400mg 吉富製薬 抗生物質耐性乳酸菌製
剤

9808中止 9801ﾋｰﾄ表記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

GC4470 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 鉄欠乏性貧血治療剤 旧ﾋｰﾄ(0009まで) 9802ﾋｰ
ﾄ表記号削除，表裏商品
名記載

GC:F8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
GC:H3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾘﾀｰﾄ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ﾐﾄﾞﾘ十字 低血圧症治療剤 9708中止
GCH4 GC4740:GC 4740 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ-ﾖｼﾄﾐ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｲﾊﾟﾑ 脳血流促進剤 9904中止 9804商品名変

除)
GC:J3 GC4930:GC4930 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾄﾞﾘｱﾐﾝ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ

ﾝ錯化合物
5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 胃潰瘍治療剤 0203中止 98ﾋｰﾄ表変更

緑)
GC K7 GC5070 裸錠 薄橙 有 ﾄﾗﾒﾄｰﾙ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 降圧利尿剤 9906中止 9806ﾋｰﾄ表記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

GC5270:GC5270 耳:GC
M7 50mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤 0012中止 9901ﾋｰﾄ変更

GC5280:GC5280 耳:GC
M8 100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤
削除)

Y CA:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠5mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 5mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
Y CA:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
Y CA:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠20mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 20mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
SW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
SW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
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SW 410 GC5533 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬-ｴｲﾊﾟﾑ，吉富
製薬

抗潰瘍･精神神経用剤 0004中止 9805ﾋｰﾄ表変

GC5540：CG5540 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 98ﾋｰﾄ変

GC5550:GC5550 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 98ﾋｰﾄ変

GC5560:GC5560 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 98ﾋｰﾄ変

裸錠 白～淡灰白 無 ﾐﾔBM錠 宮入菌末 20mg ﾐﾔﾘｻﾝ製薬 整腸剤(酪酸菌製剤) 0607社名変更 0001ﾋｰﾄ
商品名記載

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬-明治製

菓
持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

MS P08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9608変更
(SP->PTP)

MS A01 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗﾐﾝ舌下錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 明治製菓 脳･末梢循環障害改善剤 9212中止
MS X-01  MS X-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 明橙/明橙 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ
MS K-01  MS K-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢明

治｣
一硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 250mg 明治製菓 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質

製剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ明治)

MS C01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗｽﾄ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.68mg 明治製菓 胃粘膜血流改善を为作
用とする胃潰瘍治療剤

0912中止

MK 01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg
｢MEEK｣

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工-明治製菓 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 小林化工
とﾋｰﾄ異なる

MS N01
単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠50万単位｢明
治｣

ﾅｲｽﾀﾁﾝ 50万単位 明治製菓 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠明
治)

MS M-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒｿﾞﾘﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 明治製菓 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

9202中止

MS R01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
MS W-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9012中止
MS X02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合錠 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠)
MS E02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｴﾝｶﾌﾟﾗP錠 明治製菓 血圧降下剤 9209中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 沢井製薬-明治製菓 消炎酵素製剤 9611中止
MS P-02  MS P-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾ
MS T-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/薄黄 ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞ､ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ 10mg，50mg 明治製菓 消炎酵素製剤 0006中止

裸錠 白 有 ﾍﾞﾍﾞﾛﾝ 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 4mg 沢井製薬-明治製菓 気管支拡張剤 9611中止
MS F-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
MS R02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
MS W-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
MS A03 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾎﾟﾃﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾘｽﾘﾄﾞ 0.025mg 明治製菓 脳神経伝達機能調整剤 9909中止
MS P-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質

製剤
9212中止

軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄 ﾋﾞﾀﾐﾝEｶﾌﾟｾﾙ明治 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 明治製菓 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9802中止
MS F-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
MS R03 裸錠 白 無 ﾘﾌｧﾀｯｸL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 持続型虚血性心疾患治

療剤
1103中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾌｧ
ﾀｯｸL錠) 徐放製剤

MS P-04  MS P-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合ｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾ

MS M-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 100mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 9806中止
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K 11 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ｺｰﾄﾞ(1005迄) 000707
収載 小林化工とﾋｰﾄ異な

MS P-05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

250mg，
250mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

9202中止

MS F05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗｷｻｰﾄ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 頻尿治療剤 9012中止
MS M-05  MS M-05

200mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ﾒﾃﾞ
ﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

M･S･ TROCHE・ ﾄﾛｰﾁ 青 SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣ 塩化ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ(外) 0.25mg 明治製菓 口腔用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:SPﾄﾛｰﾁ明治)
明治の複合ﾄﾛｰﾁ明治(中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

MS C-06  MS C-06
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
明治｣

ｻｲｸﾛｾﾘﾝ 250mg 明治製菓 抗結核性抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ明治)

MS M-06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9212中止

MS P07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝS錠)
割線に見える模様あり

MS F07
250mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり

MS M-07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9004中止

MS P08
20万単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 0705頃中止

MS T08
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠100mg ｴﾁｵﾅﾐﾄﾞ 100mg 明治製菓 結核化学療法剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠)

MS F08
500mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり

MS C-13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

MS C-14 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

MS M14
200mg

裸錠 薄橙 有 ﾐｵｶﾏｲｼﾝ錠200 酢酸ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止

MS P17 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾅﾒﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 虚血性心疾患･脳血管障
害改善剤

9611中止

MS P18 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg（ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 抗乳癌剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠)

MS M18 裸錠 白 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 明治製菓 持続性心身安定剤 0610割線模様追加
MS M19 裸錠 薄橙 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 明治製菓 持続性心身安定剤 割線模様あり
MS M20

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒｲｱｸﾄ錠100 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 明治製菓 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0608中止，ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg販売に伴い

MS 25
25mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

0101ﾋｰﾄ表商品名記載，

MS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
MK 05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載

MO207 軟ｶﾌﾟｾﾙ(形状:
長円形)

淡黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 持田製薬 EPA製剤(閉塞性動脈硬
化症，高脂血症治療剤)

0602大日本住友製薬中
止

4 H 4H 裸錠 淡赤褐 有 ｴｽﾀﾘｯｸ0.5mg 塩酸ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ・持田製薬

作用持続型血圧降下剤
9807ﾋｰﾄ裏変更(4H削
除)，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MO 25A MO25A 糖衣錠 青 無 ﾊﾟﾙﾀﾝM錠0.125mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾙﾀﾝM錠)

MO 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾃﾞﾚﾙ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 持田製薬 流早産防止･鎮痙剤 9409中止
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MO 110 MO110 裸錠 微黄白 無 ｸﾞﾗﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 持田製薬 自律神経調整剤 9903ﾋｰﾄ裏記号(GDX)削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

MO 130 MO130 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠1mg ﾏﾚｲﾝ酸ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝ 1mg 持田製薬 四環系抗うつ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠)

MO 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾘｿﾞﾝ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 持田製薬 静穏筋弛緩剤 9511中止
MO182 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾚﾘｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 持田製薬 静穏筋弛緩剤 9511中止
MO200 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
MO201 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
MO202 MO202 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠100γ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MO203:ε MO203 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MO204 MO204 腟錠(楕円形) 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 持田製薬 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠)
MO206 MO206 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.5mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MO 231 MO231 裸錠 微黄白 有 ﾃﾞｿﾊﾟﾝ錠60mg ﾄﾘﾛｽﾀﾝ 60mg 持田製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ合成阻害

剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｿﾊﾟﾝ錠)

MO 232:10 MO232 裸錠 白 無 ﾃｽﾁﾉﾝ錠10mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 10mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO 233:25 MO233 裸錠(形状:長
円形)

白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 25mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO 234:50 MO234 裸錠(形状:長
円形)

白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠50mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 50mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO251 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡桃 ﾍﾞﾅﾗ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 持田製薬 脳･末梢血流改善剤 9311中止
MO 257 裸錠 黄 有 ﾋﾞｵﾚｲﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 持田製薬 代謝性強心剤 9511中止
MO 260 糖衣錠 茶 無 ｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝMﾓﾁﾀﾞ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 9411中止(商品名変更の

為)
MO261 MO261 裸錠 白 無 ﾒｻﾉﾛﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 持田製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 0707中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO 281 MO281:ROM0.625 糖衣錠 淡桃 無 ﾛﾒﾀﾞ0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

MO 282 MO282:ROM1.25 MO282 糖衣錠 白 無 ﾛﾒﾀﾞ1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

MO 283 MO283 糖衣錠 淡青 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 持田製薬 循環機能改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠)

MO 284 MO284 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 持田製薬 循環機能改善剤 9707ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MO 311 MO311 糖衣錠 緑 無 ｷﾓﾀﾌﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､結晶ﾄﾘﾌﾟｼﾝ 50mg，1mg 持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞ錠)

MO 312 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 持田製薬 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9511中止
MO 316 MO316 糖衣錠 白 無 ｷﾓﾀﾌﾞS錠4万単位 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 40000ﾌﾞﾛﾒﾗｲ

ﾝ単位
持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞS4万単
位)

MO350 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 持田製薬 止血剤 9509中止

MO351 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 持田製薬 止血剤 9509中止

MO430 MO430 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙 ﾁﾄﾚｽﾄ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 持田製薬 組織呼吸賦活剤 0811中止
MO 450:5 MO450 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠5mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 5mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)
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MO 451:10 MO451 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠10mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 10mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO603 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｵｷｾﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 持田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止
MO604 MO604 裸錠 白 無 ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ錠400mg ｲﾉｼﾝﾌﾟﾗﾉﾍﾞｸｽ 400mg 持田製薬 亜急性硬化性全脳炎

(SSPE)治療薬
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ錠)

MO620 F 腟錠 白 無 腟用新ﾌﾗﾝｾｴﾌF錠 20mg 持田製薬 硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ腟錠 9108中止
裸錠 白 有 ﾎﾟﾘﾚｸﾞﾛﾝ錠 ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg 山之内製薬 降圧利尿剤 9602中止

RPR 202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾘﾙﾃｯｸ錠50 ﾘﾙｿﾞｰﾙ 50mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 筋萎縮性側索硬化症用
剤 990219収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾒﾁﾝ ﾒﾄｶﾙﾊﾞﾓｰﾙ 250mg 宇治製薬 骨格筋弛緩剤 9809中止
裸錠 白 有 ｶﾙﾐﾗｰﾙ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 宇治製薬 骨格筋弛緩剤 0306中止 900713収載
裸錠 白 無 ﾛｲﾏﾋﾟﾘﾝS錠 宇治製薬 解熱鎮痛剤 0104中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾞｳﾃﾘﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 宇治製薬 消炎鎮痛剤 9810中止
糖衣錠 赤 無 ｶﾙﾐｵｼﾞﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 宇治製薬-共和薬品工業 血管拡張剤 04頃中止 0307販売移管

（前：宇治製薬の営業権
取得）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ錠｢ｳｼﾞ｣ ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 宇治製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 920710収載
糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾏｰｹﾞ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 宇治製薬 精神神経用剤 0104中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾎﾞﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 宇治製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
0001中止 940708収載

裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾊﾟﾃﾞﾘﾝ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 宇治製薬-共和薬品工業 高脂血症治療剤 0309中止
OH GT 裸錠 白 無 ｻﾝﾗｲﾄ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大原薬品工業 血管拡張剤 9703中止

糖衣錠 赤 無 ﾌｧｽﾀｰ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大原薬品工業 冠血管拡張剤 9511中止
糖衣錠 赤 無 ﾌｧｽﾀｰ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大原薬品工業 冠血管拡張剤 9511中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾘｽﾞﾅｰ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 大原薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9403中止

OH 51:0.5 OH-51 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌﾟｾｰﾌ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大原薬品工業 精神安定剤 920710収載
OH 52:1 1:OH-52 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌﾟｾｰﾌ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大原薬品工業 精神安定剤 920710収載
OH 53 OH-53 50mg 裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨｰﾙ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大原薬品工業 自律神経調整剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾌｨｰﾙ錠)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾘｽﾞﾅｰ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 大原薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9803中止

OH-71 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌｵﾛｴｰｽ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 97中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ錠｢ﾎｸｴ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0003中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄｽﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0003中止

OH 106 裸錠 白 有 ﾅﾙｾｰﾌ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 大原薬品工業 鎮痛消炎剤 0003中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾋﾟﾛ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 大原薬品工業 消炎鎮痛剤 9904中止

OH-110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾛｽｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9703中止 900713収載
OH 113 100:OH-113 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｴｰｽ錠100 ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg 大原薬品工業 非酸性消炎鎮痛剤 920710収載
OH 114 OH-114 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｴｰｽ錠200 ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg 大原薬品工業 非酸性消炎鎮痛剤 920710収載
OH 115

115
裸錠 白 有 ｸﾞｯｾﾘﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大原薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 9803中止 940708収載

OH-130  OH-130 OH-130 1mg:1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｹﾄﾁ
ﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ)

OH-131  OH-131 OH-131 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0706商品名変更(前:ﾄﾗﾆ
ﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙOH) 0111ﾋｰﾄ
表100mg追加，裏商品名
記載

OH 135 TU1:OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 940708収
載

糖衣錠 白 無 ﾃﾝﾛｰﾙ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9506中止 940708収載
EC 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾄﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 大原薬品工業 血圧降下剤 9510中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼﾛｼｽﾋﾟﾝ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 大原薬品工業 血圧降下剤 0003中止
OH-157 10mg:10mg 糖衣錠 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉﾙ錠 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大原薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤 本態性振戦治療
0712中止 940708収載

OH-158 OH-158 50mg:50 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 940708収載

OH-159 OH-159 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 0109ﾋｰﾄ変更，裏記号削
除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 大原薬品工業 脳血流促進剤 9403中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄橙 ﾄｺﾌﾟﾗｽSｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 大原薬品工業 微小循環系賦活剤 9403中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞｾｰﾌ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大原薬品工業 虚血性心疾患･脳血管障

害治療剤
9403中止 900713収載

OH-163 50mg 糖衣錠 白 無 ｽﾓﾅｰｽ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大原薬品工業 筋緊張･循環改善剤 0712中止 0111ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

OH 170 裸錠 白 無 ｸﾚｱﾐﾙ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 大原薬品工業 循環機能改善剤 9403中止
糖衣錠 白 無 ｼｰﾘﾝｶﾞｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 大原薬品工業 微小循環改善剤 9904中止

OH-173 20：20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大原薬品工業－ﾃｲｺｸﾒ
ﾃﾞｨｯｸｽ

Ca拮抗剤 0709中止 0310ﾋｰﾄ変更
900713収載

OH-180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾄﾏｰｶﾌﾟｾﾙ ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

大原薬品工業 脂質代謝改善剤 9703中止

OH 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊｰﾛﾝｸﾞ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大原薬品工業 高脂質血症治療剤 0003中止 920710収載
OH 210 裸錠 白 無 ｾﾗﾃｰﾄ錠30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大原薬品工業 消炎酵素剤 9403中止
OH 211 裸錠 白 無 ｾﾗﾃｰﾄ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大原薬品工業 消炎酵素剤 9403中止
OH 234

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾛｷｼﾝ錠 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大原薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(0109迄) 9705ﾋｰﾄ

裏変更 940708収載
NA250 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9403中止

OH 261 OH-261 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾒﾘﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 切迫流･早産治療剤 0909商品名変更(前:ﾘﾄﾒﾘ
ﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄透明/黄 ｾｰﾌﾘｰNｶﾌﾟｾﾙ 大原薬品工業 健胃消化剤 91中止
OH 263 OH-263 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾗｲｼｰ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大原薬品工業 消化管運動調律剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗｲｼｰ錠)
FH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｾｰﾌ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大原薬品工業 頻尿治療剤 9403中止 900713収載
NA500 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9510中止

OH-601 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾘﾋﾞｯｸ錠 ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 585mg 大原薬品工業 ｶﾘｳﾑ補給剤 0003中止 900713収載
DG 7:☆ORGANON DG7:1mg 裸錠 白 有 ｵﾊﾞﾎﾟｰｽﾞ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 0409中止 9701ﾋｰﾄ裏変

更(DG7削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

HK 1:☆ORGANON HK1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ZT 1:☆ORGANON ZT1: 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

HR 5:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾛ･ﾘﾝﾃﾞｵｰﾙ ﾘﾈｽﾄﾚﾉｰﾙ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1.6mg，
0.048mg

日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 内服用黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ
複合剤

0611頃中止 0504販売元
変更(前：三共)

SB 3:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｵﾙｶﾞﾎﾞﾘﾝ錠2 ｴﾁﾙﾅﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9303中止
GK 4:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｹﾞｽﾀﾉﾝ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 5mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 9609中止
CT 4:☆ORGANON CT4:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠10mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 10mg MSD-第一三共 四環系抗うつ剤 1010製造販売元社名変

更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

CT 7:Organon ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ-三共 四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄) 0104製造
元変更 9709ﾋｰﾄ裏変更

GK 7:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾊﾟｰｾﾘﾝ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg MSD 前立腺肥大症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

糖衣錠 薄紫 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg ｻﾝﾄﾞ薬品 片頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで) 色変更

HP 二重錠 白 無 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ-R ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性高血圧治療剤
除)

SANDOZ:ZD 裸錠 白 無 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠1mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

0003中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9110変
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SANDOZ:L B LB:LB 裸錠 白 有 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾞｳｪﾙ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0312頃迄) 0304
販売元変更（前：ﾉﾊﾞﾙﾃｨ
ｽﾌｧｰﾏ） 0301ﾋｰﾄｻﾝﾄﾞﾛｺﾞ

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9110変更

CS CS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾞｼﾞﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾞｼﾞﾃﾝ) 0208

SANDOZ:B V 裸錠 白～微黄白 有 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ薬品-三共 脳循環･代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
SANDOZ:V U 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 武州製薬-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 本体や

品名も05迄に変更(ｼﾞｺﾞｷ
ｼﾝ錠0.25mg「AFP」へ)

SANDOZ:OL 裸錠 白 無 ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 00製造
元変更 9712ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:G O 裸錠 白 有 ｾｼﾞﾗﾆﾄﾞ錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg ｻﾝﾄﾞ薬品 強心配糖体製剤
除)

SANDOZ:O T 1mg：1mg OT 裸錠 白 有 ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ
ﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄) 03頃ﾋｰﾄ

OT削除 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9010変更

B H 裸錠 白～微黄白 有 ﾃﾙﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:YT 糖衣錠 橙黄 無 ﾄﾚｽﾃﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾁｴﾁﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 6.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 制吐･抗めまい剤
除)

H O 裸錠 淡紅 有 ﾉﾙﾒﾗﾝ2.5mg ﾒﾄﾗｿﾞﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 9905中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9010変

2.5mg：XC 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)

9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

SANDOZ:H G 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 日本ﾁﾊﾞｶｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

循環改善剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HYDERGINE 裸錠(十字割
線)

白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ舌下錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

循環改善剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9710ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:FIORINAL 裸錠 白 無 ﾌｨｵﾘﾅｰﾙ ｻﾝﾄﾞ薬品 鎮痛剤
除)

糖衣錠 帯黄暗赤 無 ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

武州製薬-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0006迄) 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:YZ 糖衣錠 淡黄赤 無 ﾍﾞﾚﾙｶﾞﾙ 三共-ｻﾝﾄﾞ薬品 自律神経整調剤 9312中止
糖衣錠 茶 無 ﾒﾃﾙｷﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
子宮収縮止血剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:FS FS 10mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ10 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

削除)
SANDOZ GQ GQ 25mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ25 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0304ﾋｰﾄ変更

削除)
SANDOZ AD AD 50mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ50 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

削除)
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4 H 4H 裸錠 淡赤褐 有 ｴｽﾀﾘｯｸ0.5mg 塩酸ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ・持田製薬

作用持続型血圧降下剤
9807ﾋｰﾄ裏変更(4H削
除)，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

片頭痛治療剤 旧ﾋｰﾄ（0307迄） 9709ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9403ｺｰﾄﾞ，色変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 脳循環･代謝改善剤 9903中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg（ﾌｪﾉﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝとして）

山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0403中止 0302ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

ｱｼﾉﾝ150 ZP3144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

ｱｼﾉﾝ75 ZP3143 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白
(緑ﾗｲﾝ)

ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

裸錠(楕円形) 白又は微黄
帯白

有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠250mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 250mg 塩野義製薬 血糖降下剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 白 有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠500mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 500mg 塩野義製薬 血糖降下剤 030704収載（商品名変更
前：ｼﾞﾒﾘﾝ錠） 0006ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

裸錠 白 無 ｱｲﾛｿﾞﾝ錠 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0004中止 9812ﾋｰﾄ変更
(ｺｰﾄﾞ再記載)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/微黄
白

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 20mg(ﾃﾞｭﾛｷ
ｾﾁﾝとして)

塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/微黄
白

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 30mg(ﾃﾞｭﾛｷ
ｾﾁﾝとして)

塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

KX500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｹﾌﾚｯｸｽ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9312中止
IS200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄白 ｱｲﾛｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 200mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9306中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 070615
収載(商品名変更に伴
い，前:ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9708ﾋｰﾄ
裏変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠300mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 300mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 9604中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 0004中止 99ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CBT400 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ400mg ｼﾉｷｻｼﾝ 400mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 9403中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/青 L-ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

KR500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9306中止
L-KX250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9207中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 5mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 10mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 25mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

μ g 裸錠(長方形) 薄黄 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠50μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1104迄) 1004販
売元変更(前:日本ｲｰﾗｲﾘ

μ g 裸錠(長方形) 薄緑 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠250μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1103迄) 1004販
売元変更(前:日本ｲｰﾗｲﾘ
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱｰﾙｴｽ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 全星薬品工業 脳･四肢末梢血行改善剤 9103中止
糖衣錠 白 無 ｱｷﾖｼﾝ錠100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 全星薬品工業 解毒剤 9203中止

ZE 32 裸錠 白 有 ｱﾑｾﾞﾝﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 全星薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0806ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢ZE｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾑﾃﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 全星薬品工業 持続性抗炎症鎮痛剤 0104中止 900713収載
糖衣錠 青緑 無 ｱﾒﾗﾝﾄ 全星薬品工業 消炎酵素製剤 9212中止
糖衣錠 黄緑 無 ｱﾙｽｺｯﾄ 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9203中止
裸錠 肌色 無 ｱﾚﾐﾀﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 全星薬品工業 骨格筋弛緩剤 9610中止

ZE 07 EC10 ZE07:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0305ﾋｰﾄ変更 980710収
ZE 06 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｴﾋﾞｷﾈﾝ 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 全星薬品工業 消炎鎮痛剤 9201中止
CMK 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｶｰﾏｯｸTPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 全星薬品工業 徐放性降圧剤 0303中止

裸錠 白 無 ｶｼﾑﾃﾝ1 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 全星薬品工業 高血圧･不整脈用剤 0102中止
裸錠 白 有 ｶｼﾑﾃﾝ5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業 高血圧･不整脈用剤 中止

CASR:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｼﾑﾃﾝR錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg 全星薬品工業 持効性高血圧治療剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更
000707再収載(96薬価削
除)

CCLA:25単位 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(橙ﾊﾞﾝ
ﾄﾞ)

ｶｾﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 全星薬品工業-全星薬品 循環障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZE 08 CCL50 ZE08:50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｾﾙﾐﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 全星薬品工業 循環障害治療剤 0301ﾋｰﾄ変更 010907収
載(規格表示変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ えんじ/無透 ｶﾉﾗﾌﾐﾝTP d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 全星薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9307中止
CMA5：5mg 糖衣錠 淡青 無 ｶﾏﾘﾈｽ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 全星薬品工業-全星薬品 精神神経用剤 0706中止 0302ﾋｰﾄ変更

KATP KATP:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄTPｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業･ﾒﾙｸ製薬 徐放性虚血性心疾患治
療剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ｶﾘｱﾝﾄ
SRｶﾌﾟｾﾙ20mg)，旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0607販売会社社名
変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ) 0212

KAL10:10mg 裸錠 白 有 ｶﾘｱﾝﾄ錠10 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 全星薬品工業 冠動脈拡張剤 0602中止 0308ﾋｰﾄ変更
0112SP→PTP，ﾋｰﾄ
KAL10追加 9910ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZE 92 CLS ZE92:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｶﾙｽﾃﾉﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 全星薬品工業 骨粗鬆症治療剤 旧品名(0806ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ
錠200mg｢ZE｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

糖衣錠 白 無 ｶﾙﾅﾀｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 全星薬品工業 徐放性鎮咳剤 0303中止 9912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
糖衣錠 白 無 ｶﾙﾅﾀｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 全星薬品工業 徐放性鎮咳剤 0303中止 9912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｶﾚｼﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 全星薬品工業 脳血流促進剤 9308中止
糖衣錠 赤 無 ｸﾗｯﾄ ｸﾗﾃｸﾞｽ乾燥ｴｷｽ 30mg 全星薬品工業 強心剤 9512中止

COB：250μ g 糖衣錠 淡桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ｾﾞﾝｾ
ｲ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 全星薬品工業-全星薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0706中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ﾏﾐﾄﾞ錠｢ｾﾞﾝｾｲ｣) 0211ﾋｰﾄ
変更

COB：250μ g 糖衣錠 淡桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250μ g｢ｾﾞﾝｾ
ｲ｣

ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 全星薬品工業-全星薬品 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0706中止 060609収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾊﾞ
ﾏﾐﾄﾞ錠｢ｾﾞﾝｾｲ｣) 0211ﾋｰﾄ
変更

裸錠 淡桃 有 ｻﾅﾐﾛﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 全星薬品工業 降圧利尿剤 0303中止
SV-TP ZE23 ZE23 SV-TP:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名(061208迄)，商品

名変更に伴い(新:ｻﾋﾞｽﾐﾝ
SRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg），旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0307ﾋｰﾄ変更
960705収載

裸錠 白 有 ｻﾏｻﾘﾝ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 全星薬品工業 脂質代謝･末梢血行改善
剤

04頃中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤

04頃中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡黄褐 ｽﾚﾏｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 全星薬品工業 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9207中止
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裸錠 淡黄白 有 ｽﾚﾏｰﾄ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 全星薬品工業 膵･胆道系鎮痙剤 0512中止 9901ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ｾﾞﾝｾｲﾋﾞﾀﾝ19 全星薬品工業 混合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 9305中止
裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ5｢ｾﾞﾝｾｲ｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 全星薬品工業 催眠鎮静剤 9309中止

PKT10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾌﾟｹｯﾄｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 全星薬品工業-全星薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0706中止 0210ﾋｰﾄ変更
ZE 93 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｽｺ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 全星薬品工業-全星薬品 前立腺肥大症治療剤 0707中止 970711収載
VOP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾎﾞﾙﾄﾐｰｶﾌﾟｾﾙ 全星薬品工業 総合消化酵素製剤 9208中止

VOT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯微灰
白

無 ﾎﾞﾙﾄﾐｰ配合錠 全星薬品工業-全星薬品 総合消化酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾙﾄﾐｰC錠)

ZE 51 MST:100mg 裸錠 白 無 ﾏｻﾄﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 高尿酸血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｻﾄﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾙｸﾅﾝ10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 全星薬品工業 血圧降下剤 9203中止
Z MCR:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐｺﾙﾃﾝR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 全星薬品工業 徐放性不整脈治療剤 0604中止 0307ﾋｰﾄ変更

960705収載
RN 100:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
RN 50:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
ZE 64:2.5 LUK2.5 2.5 ZE64:2.5mg 裸錠 白 無 ﾙｰｸ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 全星薬品工業-全星薬

品，ﾒﾙｸﾎｴｲ
選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0307ﾋｰﾄ変更 010706収

載
ZE 65 LUK5 5 ZE65:5mg 裸錠 白 有 ﾙｰｸ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業-全星薬

品，ﾒﾙｸﾎｴｲ
選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0303ﾋｰﾄ変更 010706収

載
糖衣錠 白 無 ﾛｲｽﾀｼﾞﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 中枢性筋弛緩剤 0303中止

ERTP ZE03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾙｶﾛﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 3mg 全星薬品工業 脳循環代謝改善剤 9907中止 920710収載
ZE 09 ZE09 SOM:10mg 裸錠 白 有 ｿﾙﾑﾌﾘﾝ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 全星薬品工業-全星薬品 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
0911中止

ZE 01:10 CS10 ZE01:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ｃa拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

0212ﾋｰﾄ変更 920710収
載

ZE 11 ZE11 SKC:100mg 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業･高田製薬 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

ZE 02:20 CS20 ZE02:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

0302ﾋｰﾄ変更 920710収
載

ZE 21 ZE21 SAT:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾝﾄ錠 ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 全星薬品工業-全星薬品 鎮痛･抗炎症剤 旧品名(080620ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ
酸錠200mg｢ZE｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZE 31 ZE31 ZBN:15mg 裸錠 白 有 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ZE｣
に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

SHK50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 全星薬品工業-全星薬品 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

旧品名(0806ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩
酸塩錠50mg｢ZE」に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾞｽﾀﾝR錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大興製薬 持続性脳微小循環改善 9904中止 970711収載
裸錠 白 無 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管ｶﾞｽ駆除剤 0712中止
裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ錠｢ﾀﾞ

ｲｺｰ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0609中止 9009変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾒｿﾞｶﾙN錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大興製薬 循環機能改善剤 9904中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛｲｱﾝC錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大興製薬 H2受容体拮抗剤 0609中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾍﾞﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大興製薬 抗血小板剤 中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾆﾛｽﾄ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大興製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0001中止 920710収載

糖衣錠 白 無 ﾘﾍﾟｲﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大興製薬 筋緊張循環改善剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗﾈﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｯﾃﾙﾝ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大興製薬 心臓選択性β 遮断剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾙﾋﾄﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大興製薬 消化管運動調律剤 0712中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｽﾋﾟﾄﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大興製薬 高脂質血症治療剤 0609中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾛｰｽﾞ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 920710収載
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裸錠 白 有 ｻｲﾀﾐﾝ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大興製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

0004中止 940708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｰﾙﾐﾝ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大興製薬-ﾒﾙｸ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0607販売会社
社名変更 97再開 9504中
止 940708収載

糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾃｼﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大興製薬 非ﾋﾟﾘﾝ系･非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系鎮
痛･消炎･解熱剤

01頃中止 940708収載

糖衣錠 淡青 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾀﾞｲｺｰ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 大興製薬 不整脈治療剤 91中止
裸錠 白 有 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
裸錠 白 無 ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大興製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 91中止
裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾒｰﾄ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 9005中止
糖衣錠 黄 無 ﾊｲﾚﾊﾞﾝ錠250 ｵｻﾙﾐﾄﾞ 250mg 大興製薬 利胆剤 88中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌｯｾﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大興製薬-日医工 止瀉剤 0609供給停止 0401ﾋｰﾄ

裏変更 9810ﾋｰﾄ変更
(1mg追加)

裸錠 黄 無 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 大興製薬 昇圧剤 88中止
糖衣錠 黄 無 ｲﾉｼﾝ錠200 ｲﾉｼﾝ 200mg 大興製薬 細胞賦活剤 9008中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾙﾛｰﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大興製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止 900713収載
裸錠 白 無 ﾁﾞｳﾄﾛﾝ錠50 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 大興製薬 降圧利尿剤 91中止
裸錠 白 有 ﾊﾞｽﾒﾀﾝ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 大興製薬 末梢血行改善剤 9006中止
裸錠 淡黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠ﾀﾞｲｺｰ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 95中止
裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9911中止 9009変更
糖衣錠 淡青 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
糖衣錠 淡青 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 94中止 9009変更
糖衣錠 白 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 大興製薬 精神神経用剤 91中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷﾒﾀｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大興製薬 解熱鎮痛消炎剤 9909中止 900713収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｸﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大興製薬 解熱鎮痛消炎剤 9908中止 900713収載
裸錠 白 有 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾀﾞｲ 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 大興製薬 鎮咳剤 91中止
裸錠 赤褐 有 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ錠5 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 5mg 大興製薬 止血剤 9008中止
裸錠 淡赤 有 ｸﾛﾙｿﾞﾝ錠 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 大興製薬 筋弛緩剤 9005中止
糖衣錠 白 無 ﾄﾁﾉｰﾙ錠20 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 20mg 大興製薬 腫脹治療剤 9003中止
裸錠 白 有 ﾁﾞｳﾄﾛﾝ錠100 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 100mg 大興製薬 降圧利尿剤 91中止
糖衣錠 赤褐 無 ﾄｺｶﾙ錠 ｺﾊｸ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙｶﾙｼｳ 100mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 89中止
糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾃﾚﾝD錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 大興製薬 血圧降下剤 91中止
裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ錠｢ﾀﾞ

ｲｺｰ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9003中止
裸錠 白 有 ﾒｿﾞｶﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 大興製薬 鎮咳剤 9008中止

耳:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｴﾗﾐﾝﾄ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大興製薬 循環機能改善剤 中止
303 ATP-30 303:ATP-30 303 糖衣錠 赤 無 ATP錠30mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
30mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ

変更 95本体ｺｰﾄﾞ化
231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ

変更
126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9407本体刻印
DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大洋薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名（061208迄)，旧ﾋｰ

ﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)，商品名変
更に伴い(新:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸＬ
ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 97ﾋｰﾄ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾞﾗﾆｯｸTRｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9703中止 96ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 940708

収載
351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9406本体刻印
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IF 裸錠 白～帯黄白 無 ｵﾘｺｯｸ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業･三和化学
研究所

骨粗鬆症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

P T 裸錠 白 有 ｶﾃﾌﾟﾁﾝ錠0.05mg 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.05mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓｽﾄﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)
960705収載

裸錠(花型) 淡赤 有 ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ
変更

軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 96ﾋｰﾄ
変更 900713収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ
変更 900713収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ
変更 900713収載

T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 9610
ﾋｰﾄ裏変更 9503本体刻

徐放錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更 900713収載

236 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾉｽﾄﾘﾝ錠 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ
用薬

04頃中止 0204ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

S 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1011中止
S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9804

ﾋｰﾄ変更 960705収載
S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9511本体変更

214 糖衣錠 淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更

DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大興製薬 消化管運動改善剤 9904中止 980710収載 大
洋のﾀﾞﾘｯｸ錠(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ)と
ｺｰﾄﾞ同じ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ
変更

DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞﾘｯｸ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 消化管運動改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄) 大興
のﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞ
ﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝSｶﾌﾟｾﾙ 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 96ﾋｰﾄ
変更

CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 96ﾋｰﾄ
変更 911206収載

201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｺﾍﾞﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大洋薬品工業 血管代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 96ﾋｰﾄ
変更 94本体刻印

OX 2 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
960705収載

OX 3 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄)

裸錠(楕円形) 白 無 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更

PZD-30 271:PZD-30 271 裸錠 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9410本体刻印

T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9407本体刻印
920710収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9603社
名変更 950707収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｽｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ
変更 95ｺｰﾄﾞ化

337 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚｽﾄｰﾝ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 98中止 940708収載
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260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高脂質血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9409本体刻印
920710収載

225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9412本体ｺｰﾄﾞ化

211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

129 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として)

大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 940708
収載

NL 40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
960705収載

197 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9502本体刻印

L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9408本体刻印

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲA錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 940708収
載

裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

t 1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

C 1 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701) 970711
収載 ﾋｰﾄ裏一般名記載

t 2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

C 2 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄)
IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大洋薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
0405ﾋｰﾄ変更 0205ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 大興
のｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲ
ﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)と本体

MF 3 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
大興のｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲ
ﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
MF 7 裸錠 白 有 ﾒｲﾀｯﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

t 8:2.5 裸錠 無 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

t 9:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 940708
収載

t 10:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9601
ﾋｰﾄ裏変更 94本体刻印

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 0912中止 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更
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t 12 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載 腸溶性の粒
を含む

t 13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大洋薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

080704収載

t 14 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大洋薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

080704収載

t 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ｔ 17 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 050708収載
t 19 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 消化管運動賦活剤 080704収載

NL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0107
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

t 21 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載 腸溶性の粒
を含む

裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0805ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 950707

収載
132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ

ﾛﾗｲﾄﾞ
25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍，胃炎，慢性

肝疾患治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708
収載

t 26 μ
OPTIRAN10μ g

裸錠 微黄～淡黄 有 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠10μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 10μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ
ｽﾄとして）

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

040709収載

t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ)

t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧品名(090925ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

t 29 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0406販売

t 31 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾉｰﾄ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 持続性 高血圧・狭心症
治療剤

030704収載

t 32 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾃﾉｰﾄ錠20 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 持続性 高血圧・狭心症
治療剤

030704収載

t 33 裸錠 白 無 ｱﾙｾﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

t 34 裸錠 微紅 有 ｱﾙｾﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

t 35 裸錠 帯黄白 有 ｱﾙｼﾞｷｻｰﾙ錠5 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載
t 36 裸錠 微黄白～帯

黄白
有 ｱﾙｼﾞｷｻｰﾙ錠10 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載

ｔ 37 裸錠 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠2.5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0404販売
t 39 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
1011ﾋｰﾄ若干変更

t 41
10mg：10mg

裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

t 42
20mg：20mg

裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

t 43 裸錠 白 無 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠0.5mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾄﾞｷｻ
ｿﾞｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

t 44 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載
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t 45 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

t 46 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

t 46 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

t 47 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 経口血糖降下剤 040709収載
ｔ 48 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐｯｸ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大洋薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
ｔ 49 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐｯｸ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大洋薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 950707

収載
MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄

黄褐
ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708

収載
t51 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾛｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0802中止 050708収載
t 53 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

ｔ 54 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾏｯｸｽ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸・緩下剤 050708収載
ｔ 55 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾏｯｸｽ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 大洋薬品工業 制酸・緩下剤 050708収載
ｔ 56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｶﾄﾗｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 Ca拮抗薬 050708収載
ｔ 57 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾄﾗｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 Ca拮抗薬 050708収載
t 61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児

用｢ﾀｲﾖｰ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大洋薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

ｔ 62 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

t 63 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 070706収載

t 64 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

t 65 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

t 67 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 060707収載
t 68 裸錠 白 有 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 060707収載
ｔ 71 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧品名(090324ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ

OD錠0.25mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更) 050708収載

ｔ 71 裸錠（口腔内
崩壊錠）

白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝD錠
0.25mg)

t 72 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

t 73 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

t 74 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

t 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
t 76 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
t 78 裸錠 淡黄 有 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.05mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.05mg 大洋薬品工業 強心配糖体製剤 070706収載

t 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
t 82 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
t 83 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
t 87 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 大洋薬品工業 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
080704収載

MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 940708
収載

T Z 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｯｸ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0409
頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載表
→裏他)
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T X 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9712
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 7804収載

108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 旧品名(090324ﾌﾗﾎﾞｷｻｰ
ﾄ塩酸塩200mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ塩酸塩錠
200mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠)

AVL 109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
AVL 110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止

裸錠 黄 有 ｽﾘﾀﾞﾆｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 02頃中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更

t 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0910中止
EPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾅﾙﾄﾞ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業･ﾃｲｺｸﾒ

ﾃﾞｨｯｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
筋緊張改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0209

ﾋｰﾄ変更 9707ﾋｰﾄ変更
9007収載

裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 010831中止，ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mgに切り替え 9805ﾋｰ
ﾄ変更

B 裸錠 白 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，
150mg

大洋薬品工業 解熱･鎮痛･消炎剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
330mg) 本体Bはβ の様

裸錠 白 無 ﾒﾆｴﾄｰﾙ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大洋薬品工業 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆｴﾄｰﾙ)
0101ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9712本体，ﾋｰﾄ変更
7609収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠

10mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠)
t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(080620ﾎﾓｸﾛﾙｼｸ

ﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣に変更)

B T 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0406
頃ﾋｰﾄ変更(表0.25mg削
除等) 0201ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ALP 裸錠 白 無 ｱｿﾞﾘﾀﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 鎮痛・抗炎症剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ)
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9703本体，ﾋｰﾄ変更
7804収載

G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)

G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0207ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9806ﾋｰﾄ変更 9407
収載

132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍･胃炎･慢性
肝疾患治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠)

176 / 191 ページ



136 糖衣錠 白 無 ﾒﾎﾟﾗﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 大洋薬品工業 鎮痙剤 0801中止

t 138 裸錠 白 有 ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物錠5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 1009中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃﾞﾆ
ｽﾊﾟﾝ錠)

t 138 裸錠 白 有 ﾃﾞﾆｽﾊﾟﾝ錠 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 重症筋無力症・排尿障害
治療剤

旧品名(080620ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ
臭化物錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

144 糖衣錠（徐放
性）

白 無 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

1012中止

T A 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9708
ﾋｰﾄ変更

t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803本体変更 9207収載

t 裸錠(楕円形) 白 無 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 0503本体ｺｰﾄﾞ追加 9804
ﾋｰﾄ変更 7804収載

CLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾙﾐﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 心身安定剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
000707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧本体(98まで) 9801ﾋｰﾄ
変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 9812本体変更 9802ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 8406収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾙﾋﾞﾙ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0407ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏他) 990709収載，
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

L X 裸錠 極薄紅 有 ｼﾗﾌﾞﾙ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0404
ﾋｰﾄ変更 0102ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

197 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ変更 9007
収載

201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｺﾍﾞﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 0903中止 9802ﾋｰﾄ変更，
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄ配合錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｻﾒｯﾄ錠)

203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠)

203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 旧品名(080620ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏ
ﾚｲﾝ酸塩錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾉﾋﾞﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 9710本体，ﾋｰﾄ
変更

205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾋﾟｸﾛ
ﾅｼﾞﾝ錠)

205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

抗血小板剤 旧品名(0806ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩
酸塩錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に

CL 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0709迄)

CL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0809迄)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 9905中止 9708本体，ﾋｰﾄ

変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 0801ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止
0704販売会社社名変更
(前:科薬)
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211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9710ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

LZM 211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾓﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0806ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ

t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧品名(080620ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅ
ｶﾉ｣)，ﾋｰﾄ若干変更

LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 旧品名(0911ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸
塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 0911商品名変更(前:ﾛﾍﾟﾗ
ﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg)

216 糖衣錠 白 無 ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 心疾患治療剤 旧品名(090324ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩
酸塩錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

216 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 心・腎疾患治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠)

N 5 裸錠 白 有 ﾆﾄﾙﾋﾞﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大洋薬品工業 狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711頃迄)
0403ﾋｰﾄ変更

A Z 裸錠 白 有 ｱｺﾐｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 0603ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏等) 9804ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 9510収載

221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾙｶﾞﾆﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 旧品名(0812ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘ
ﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠0.125mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更)

221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
錠0.125mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 0812商品名変更(前:ﾃﾞﾙ
ｶﾞﾆﾝ錠)，ﾋｰﾄ表0.125mg

223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞﾛﾊﾟｺｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β 受容体遮断剤 02頃中止 9803ﾋｰﾄ変更
C L μ g 裸錠 白 有 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤 旧品名(090925ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰ

ﾙ塩酸塩錠10μ g｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

C L μ g 裸錠 白 有 ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠10
μ g｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤･腹
圧性尿失禁治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業･田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収載
(商品名変更に伴い，前:
ﾑｺﾄﾛﾝ錠)

PO 徐放性裸錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 大洋のｹ
ﾈｼﾞﾝ錠(ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ，中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9712ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

F M 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0512
商品名変更(前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠
｢ﾅｶﾉ｣) 0209ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 大洋薬品工業 消化器機能異常改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9606本
体，剤型変更 96ﾋｰﾄ変更
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229 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg(塩酸ﾒﾄｸ
ﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て)

大洋薬品工業 消化器機能異常治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠)
0208ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 7501収載

FM 20 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 990709収載

t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(090324ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠
200mg「ﾀｲﾖｰ｣に変更)
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠)

t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠
200mg)

P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 9807

変更 9709ﾋｰﾄ変更，裏一
般名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙｰﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 胃潰瘍治療剤 0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 970711収載

M I 裸錠 白 有 ﾅﾁﾙｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大洋薬品工業 低血圧治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

PSC 25mg：PSC 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾀｲ

PSC 50mg：PSC 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀｲ

PO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾈｼﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 脳血管障害治療剤 9805中止 大洋のｺﾝｽﾋﾟｯ
ﾄ錠(硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

245 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9708
ﾋｰﾄ変更

t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗めまい剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0110ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9804本体，剤型変
更 7804収載

裸錠(花型) 淡赤 有 ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 旧品名(080620ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変

裸錠(花型) 淡赤 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠)

T M 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄) 0403
販売（前：ﾌﾟﾚﾛﾝ錠）

248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣) ｴﾑｴﾌのｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ
錠(ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ，中止)と本体

248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠) ｴ
ﾑｴﾌのｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ錠(ｽﾙﾋﾟ
ﾘﾄﾞ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
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AC 25 裸錠 白 有 ｱｾﾐﾊﾟｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 0806商品名変更(前:ｱﾃﾝ
ﾀﾞｰﾙ錠)

252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾝﾀﾞｰﾙ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 旧品名(0806ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣へ変更)

DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣
0.125mg

ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

255 糖衣錠 橙赤 無 ｸﾞﾘｵｽﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 冠循環改善剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 980710収載

ｔ256 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝSｶﾌﾟｾﾙ 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 0804中止 0206頃本体ｺｰ
ﾄﾞ追加 9802ﾋｰﾄ変更

裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:水溶性ｱｽﾞﾚﾝ
錠｢ﾀｲﾖｰ｣)

259 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾝﾄﾞｷｼﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0101中止 9801ﾋｰﾄ変更

260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高質血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠)

260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高質血症治療剤 旧品名(081219ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ
錠250mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗炎症･鎮痛･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ)

261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧品名(090925ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業･科薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0201
ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業･科薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0512
大洋のみ，0508科薬のみ
ﾋｰﾄ変更(20mgから20)

t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐放錠150mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 0806商品名変更(前:ﾀｲﾘﾝ
ﾀﾞｰR錠)

t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧品名(0806ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐
放錠150mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変

裸錠 白 無 ｹﾞﾙｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大洋薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 0211中止 9907本体変更

裏一般名記載
t 269 裸錠 白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 旧品名(0909ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢

酸ｴｽﾃﾙ錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

t 269 裸錠 白～微黄 無 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠
25mg｢ﾀｲﾖｰ｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 0909商品名変更(前:ｱﾌﾟﾀ
ｺｰﾙ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0209頃迄) 0002

990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0501
頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ表->裏
等) 0105ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 緑 無 ﾊﾟﾝﾃﾘﾝ錠 大洋薬品工業 胃･十二指腸潰瘍，胃炎
治療剤

0303中止 98本体ｺｰﾄﾞ化
970711収載

DLZ 100mg  DLZ 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

T M 裸錠 淡橙 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 9807

変更 9712ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

M F 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0501中止 9807製造元，

一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
BHX 裸錠 白 無 ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 旧品名(080620ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼ

ﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ND 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ND 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧品名(061208迄，新:ﾋﾟﾛ
ﾗｸﾄﾝ錠25mg)，旧ﾋｰﾄｺｰ

MLD 50mg  MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9804
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9407収載

MLD 100mg  MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

P D 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 高血圧・狭心症・頻脈治
療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 98ﾋｰ
ﾄ変更，裏一般名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 8109収載

ｔ286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｽｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 旧品名(080620ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞ
ﾘﾝｸｴﾝ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ30mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更)

ｔ286  ｔ286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝｸｴﾝ酸塩ｶﾌﾟ
ｾﾙ30mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 1004中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｽ
ｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ)

TLD 100mg  TLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐ
ﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg「ﾀｲﾖｰ」)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0209頃本体
ｺｰﾄﾞ化

硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/褐 ｱｴﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･高脂質血
症改善剤

0807中止

IN 20 裸錠 白 無 ｱｲｽﾗｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 狭心症治療用ISMN製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0710迄)
裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠

15mg「ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学

研究所
気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｺｾﾗﾑ錠)，
に伴いﾋｰﾄ表15mg追加

T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9703
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載

裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学
研究所，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg「ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0406ﾋｰﾄ変更

BX 5 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

BX 10 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）
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L I 裸錠 白 有 ﾘｼﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物
として)

大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続型ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0408
頃ﾋｰﾄ変更(10mg削除他)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

EN 裸錠 薄桃 無 ﾚﾘｰﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 0406
頃ﾋｰﾄ変更(表2.5mg削除
他) 0201ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

EN 5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾘｰﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0208
ﾋｰﾄ変更 000707収載

L T 徐放錠 白 有 ﾃﾙﾀﾞﾝL錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

t 299 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS配合錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｻﾒｯﾄS錠)

L 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀﾌｨﾗﾝL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大洋薬品工業 持続性脳微小循環改善 9905中止 960705収載
302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 0911中止
303 糖衣錠(腸溶 赤 無 ATP錠30mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 0707中止
B L 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9802

ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

FE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄) 9805
製造元，本体，ﾋｰﾄ変更，
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
9507収載

ｔ 308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧品名(090925ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ
酢酸ｴｽﾃﾙ徐放錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更) 0209頃ｺｰﾄﾞ
変更

ｔ 308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ徐
放錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠)

t  309 裸錠 白 有 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛剤 030704収載 同品名ｶﾙ
ｼﾞｰﾙ錠50，100(ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ
製剤)とは成分異なる

t 310
200mg

裸錠 白 無 ｱｽﾄｽCA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg 大洋薬品工業 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 0911中止 030704収載

C N 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，日医工

経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 040709収
載，品名変更に伴い（前：
ｸﾗｳﾅｰﾄ錠）

S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 9804ﾋｰﾄ変更
9407収載

313 糖衣錠 白 無 ｱﾌｿﾞﾘﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 大洋薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 中止 9809ﾋｰﾄ変更
314 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白 無 ﾌﾛﾌﾄﾗﾝE錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗悪性腫瘍剤 0803中止 9803ﾋｰﾄ変更

316 μ g 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧品名(0606迄)，商品名
変更に伴い(新:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠
500μ g｢ﾀｲﾖｰ｣) 9801ﾋｰﾄ
変更 7403収載

316 μ g 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠500μ g｢ﾀｲﾖｰ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶ
ﾉ｣500)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｺｻｴｰﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0012中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-
D3製剤

9805ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9007収載

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-
D3製剤

9803ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9007収載
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μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大洋薬品工業 Ca･骨代謝改善1α -OH-
D3製剤

0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9803ﾋｰﾄ変更 9007
収載

325 糖衣錠 淡黄 無 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｼﾄｰﾙ錠)

325 糖衣錠 淡黄 無 ﾛｼﾄｰﾙ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧品名(080620ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ
塩酸塩錠40mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾉﾝｿﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0210販売，承継（日建ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙより）

328 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 9802収載，ﾋｰﾄ裏一般名
記載（ｶﾀｶﾅ）

333 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

9807ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 8109収載

336 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾙﾄﾞﾏｲｼﾝ錠50 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 大洋薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製 0909中止
μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
微黄白 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9806ﾋｰﾄ変更，裏一般名

記載(ｶﾀｶﾅ) 9407収載
μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
淡赤 ﾘｽﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9806ﾋｰﾄ変更，裏一般名

記載(ｶﾀｶﾅ) 9407収載
CZ 50 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)

000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CZ 100 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡橙 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mg)

BR 20 μ g DORNALIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LM μ
μ g

裸錠 白 無 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載

t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ
ｾﾞ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾑｾﾞﾝ錠)

μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｱﾃﾞｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0403中止 9710ﾋｰﾄ変更
8406収載

t 372 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾅﾌﾄｼﾞｰﾙ錠2 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大洋薬品工業 高血圧治療剤 030704収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

t 374 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾅﾌﾄｼﾞｰﾙ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大洋薬品工業 高血圧治療剤 030704収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

t 401 ﾄﾛｰﾁ 白 無 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 0910ｺｰﾄﾞ変更
t 402 ﾄﾛｰﾁ 淡紅 有 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 0910ｺｰﾄﾞ変更
t 404 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
黄～黄褐 無 ｿｱﾚｼﾞﾝ錠250mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
t 411 裸錠 黄 有 ｸﾚﾏｽﾁﾝ錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ

として)
大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏﾚﾙﾐﾝF錠)
裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ

として)
大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(100528ｸﾚﾏｽﾁﾝ

錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
MLB  MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ

として)
大洋薬品工業・三和化学
研究所

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)
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T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･科薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(大洋薬品0508
迄，科薬0601迄) 0207ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載等
9801ﾋｰﾄ変更

O M 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｽ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0208ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 9804ﾋｰﾄ変更 9407
収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大洋薬品工業 気管支喘息･脳血管障害
改善剤

9905中止 980710収載

t 422 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

t 423 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

t 424
10

裸錠 淡黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

t 424 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝｾﾘﾝ錠10)，
ﾋｰﾄ若干変更

t 425
20

裸錠 薄橙黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

t 425 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠20mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝｾﾘﾝ錠20)，
ﾋｰﾄ若干変更

t 426 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾙｲﾙﾋﾞﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
t 427 裸錠 白 有 ﾌｽｺﾌﾞﾛﾝ錠 大洋薬品工業 鎮咳剤 0911中止 040709収載
t 428 t428 50μ g 裸錠 淡黄白 有 ﾍﾞｾﾗｰﾙ錠50μ ｇ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ ｇ（ﾍﾟﾙｺﾞ

ﾘﾄﾞとして）
大洋薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ

ｷﾝｿﾝ病治療剤
040709収載

t 431:0.5 裸錠 白 有 ﾜｰﾘﾝ錠0.5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 大洋薬品工業 経口抗凝血剤 0503販売
t 432:1 裸錠 白 有 ﾜｰﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 経口抗凝血剤 0503販売
t 440 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
040709収載

t443 t443 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

経口抗真菌剤 1004ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止
0911大洋薬品工業中止
0901日医工中止

t444  t444 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶ
ﾌﾟｾﾙ45mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大洋薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｾﾗﾑLｶﾌﾟｾ
ﾙ45)

t444  t444 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｾﾗﾑLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大洋薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 旧品名(090925ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ
45mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

ｔ 501 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｽﾘｯﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 大洋薬品工業 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

050708収載

t502 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
25mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 050708収載，商品名変更
に伴い(前:ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

t503 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 050708収載，商品名変更
に伴い(前:ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

ｔ 505 裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾚﾁﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 高ﾘﾝ血症治療剤 050708収載
ｔ 507 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｯｸｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 大洋薬品工業・科研製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
t 510 裸錠 淡黄 有 ｺﾞﾌﾟﾛﾝ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 大洋薬品工業 持続性組織ACE阻害剤 0603薬価削除(販売実績

なし) 050708収載
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t 511 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾞﾌﾟﾛﾝ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 大洋薬品工業 持続性組織ACE阻害剤 0603薬価削除(販売実績
なし) 050708収載

ｔ 513 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠0.2 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
050708収載

ｔ 513 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠

ｔ 515 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

旧品名(090925ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ
錠0.3mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
050708収載

ｔ 515 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠

ｔ 517 糖衣錠 黄緑 無 ﾖｰﾔｸｰﾙ錠80 ｾﾝﾅｴｷｽ 80mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
Aとして

大洋薬品工業 便秘治療剤 050708収載

t 520 裸錠 白 有 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.1mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 大洋薬品工業 強心配糖体製剤 070706収載

t 521 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣)
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

t 521 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠)

t522 t522 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙｷﾞｽﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
t524 t524 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，

科研製薬
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

t525 t525 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
科研製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

t526 t526 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾊﾟﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 大洋薬品工業・科研製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

t527 t527 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾟﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大洋薬品工業・科研製薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載

t 601 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 070706収載
t 602 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ﾀｲ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 070706収載
ｔ 603 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
大洋薬品工業 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ製剤 0710中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大洋薬品工業 化学療法剤 02頃中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大洋薬品工業 化学療法剤 0303中止

ｔ608 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

0410中止 0208頃本体ｺｰ
ﾄﾞ化 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

MF 裸錠 茶褐 無 ｴﾐﾅﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
TCL 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾀｲｾﾌｧｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg 大洋薬品工業 経口用合成ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ

系抗生物質製剤
0504中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ
化

裸錠 黄 有 ｱﾑﾎﾀｲｼﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 大洋薬品工業 抗真菌性抗生物質製剤 9909中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更

t 615 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

t617 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載

CFIX 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ100 ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)
010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

FX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾐｺｼﾝ錠100 ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)
635 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾀｲｾﾌﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗

生物質製剤
01頃中止 9711ﾋｰﾄ変更
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CCL 648 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 大洋薬品工業 経口ｾﾌｪﾑ系抗生物質製
剤

0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9705ﾋｰﾄ変更 9007
収載

t701 112.5 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大洋薬品工業 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

t 702 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090515収載

t 703 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大洋薬品工業･ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

t 707 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
t 708 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
t 709 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか

に灰帯白
無 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝ配合錠 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾝﾁﾊﾟﾝ錠)
NTR 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0205

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

NTR 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

B 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0902迄)
BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0707迄) 9805

ﾋｰﾄ，製造元変更 9607収
載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｰﾀﾞｲA錠)

ｔ 815 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄桃 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 081107収
載

NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0112
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

SFC 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0207
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

SFC 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾙﾆﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

RD 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RD 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

Ca 250 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸剤 0804中止 020705収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

Ca 500 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 制酸剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)
010706収載
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FMT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

FMT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NZT 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱﾃﾐﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄)
020705収載

t 903 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

大洋薬品工業 骨粗鬆症治療剤 090515収載

t 904 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

t 905 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

t 906 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

t 923:5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載

裸錠 白 有 ｱｸｾﾉﾝ錠 ｴﾄﾄｲﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 0402頃中止
裸錠 淡褐～緑褐 無 健胃錠 大日本住友製薬 苦味健胃･制酸剤 旧ｺｰﾄﾞ(0810迄)，承継に

伴い(陽進堂へ)
裸錠 白 無 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

裸錠 白 有 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

0206中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 9910中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704

収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠） 0110ﾋｰﾄ裏商
品名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704

収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠（200mg）） 0110
ﾋｰﾄ裏商品名記載

裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0112ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 0001ﾋｰﾄ表商品名
記載

裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本住友製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｷﾈﾄﾝ錠)
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙｻﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本製薬 組織修復性消化性潰瘍
用剤

9002中止

裸錠 白 無 ｴﾃﾞｭﾚﾝ 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

経口黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) ﾋｰﾄ裏
に曜日記載

裸錠 白 有 ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ「ﾅｶﾞヰ」錠25mg 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 気管支拡張・鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)，製造販
売元変更に伴い(新：日医

裸錠 白 有 ヱﾌｪﾄﾞﾘﾝ｢ﾅｶﾞヰ｣錠 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 25mg 大日本製薬 気管支拡張･鎮咳剤 旧品名(0211迄)
裸錠 白 無 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0001ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 970127販売
裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0110商品名変更(前:ｱﾚﾋﾞ

ｱﾁﾝ錠)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬-明治製

菓
持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬・明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

050708収載，ﾋｰﾄ耳：大

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬･明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

1007頃割線追加 050708
収載，ﾋｰﾄ耳：大日本は

裸錠 白 有 ｸﾗﾝﾎﾟｰﾙ錠200mg ｱｾﾁﾙﾌｪﾈﾄﾗｲﾄﾞ 200mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 1101中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ｸﾗﾝ
ﾎﾟｰﾙ錠)

裸錠 薄橙 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝHA錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 大日本住友製薬 経口血糖降下剤 0605色変更(前:淡黄)
040709収載

裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本住友製薬 経口血糖降下剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠）
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠2.5mg ｸｴﾝ酸ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg 大日本住友製薬 消化管運動促進剤 980925収載 ﾋｰﾄ商品名

記載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg ｸｴﾝ酸ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 5mg 大日本住友製薬 消化管運動促進剤 980925収載 ﾋｰﾄ商品名
記載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧ

裸錠 黄～橙黄 有 ｺｴﾝｻﾞQ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大日本製薬 心筋代謝賦活剤 9610中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 微橙黄/白半

透明
ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 20mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削

除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅/白半透
明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青紫/白半透
明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾊﾟｽﾓﾘｰﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 大日本製薬 膵･胆道系鎮痙剤 9603中止
裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本製薬 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本住友製薬 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠)
97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 大日本製薬 ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ製剤 9611中止
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠50mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 大日本製薬 ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ製剤 9611中止
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 010706収載(商品名の変

更 前:ｾﾚﾈｰｽ錠)，ﾋｰﾄ変
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 010706収載(商品名の変

更 前:ｾﾚﾈｰｽ錠)，ﾋｰﾄ変
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 0107ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 0107ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧剤 97ﾋｰﾄ変更，表商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧 03頃ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ変更，表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(ひょうた
ん形)

白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠50mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧剤 03頃ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 980710収載 ﾋｰﾄ表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SPR
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 930827
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 1101中止

SPR
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠150mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 0111中止 930827収載

糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本製薬 強心配糖体 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本住友製薬 強心配糖体 0602中止 0507PTP包装

中止 97ﾋｰﾄ変更，表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0008中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0008中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾏﾐﾝ ｼﾞﾒﾝﾋﾄﾞﾘﾅｰﾄ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社

名変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本住友製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)，製造販
売元変更に伴い(新：日医

糖衣錠 薄橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠10mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 大日本住友製薬 情動調整剤 0810頃色変更(前:淡黄
橙) 0207ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠25mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 情動調整剤 旧本体(1009迄) 020705
収載(商品名変更 前:ﾉﾘﾄ
ﾚﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠25mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 情動調整剤 1009本体変更(糖衣錠→
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ，25追加)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 9705中止 9509社名変更

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本住友製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

0203ﾋｰﾄ裏商品名記載
97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本住友製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

02ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本住友製薬 抗菌性化学療法剤 1101中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠300 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

150mg，
150mg

大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

250
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

μ g 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本住友製薬 末梢性神経障害治療剤 1101中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

μ g 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本住友製薬 末梢性神経障害治療剤 1101中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾟｲﾅｰｾﾞ錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 1万ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ

単位
大日本製薬 抗炎症内服剤 9007中止

裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g 大日本製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

μ g 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大日本住友製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠)

裸錠 白 有 複合ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ配合錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 67mg，33mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:複合ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ
錠) ﾊﾞﾗ包装のみ

裸錠 白 無 ﾋﾟﾛﾆｯｸ錠100mg 尿素(13C) 100mg 大日本住友製薬 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染診断
用剤

020614収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽｶﾘｳﾑ錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ製剤 9705中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 広範囲抗菌性化学療法 1101中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法
剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 広範囲抗菌性化学療法
剤

1101中止

糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 0004中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本住友製薬 持続型血管拡張降圧剤 0705中止 0202ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製
薬

持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202
収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大日本住友製
薬

持続性不整脈治療剤 9708ﾋｰﾄ変更，商品名記
載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ

PIM
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製

薬
持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202

収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大日本住友製

薬
持続性不整脈治療剤 9708ﾋｰﾄ変更，商品名記

載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本住友製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 97ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾓﾃﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 大日本製薬 血圧降下剤 9002中止

裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg大日本 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 旧品名(110301ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠
250㎎｢日医工｣に変更，
製造販売元が日医工へ
変更に伴い)

裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9306本体

裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧品名（0407迄），品名変
更（新：ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg
大日本）

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤、躁病・躁

状態治療剤
0405頃製剤変更（小型
化） 0002ﾋｰﾄ表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤、躁病・躁

状態治療剤
0405頃製剤変更（小型
化） 010706収載(商品名
の変更 前:ﾊﾞﾚﾘﾝ錠)

裸錠 薄橙 有 ﾏｲｽﾀﾝ錠5mg ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ 5mg 大日本住友製薬･ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

抗てんかん剤 03頃ﾋｰﾄ変更 000502収
載，ﾋｰﾄ商品名記載(表:ｶ
ﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

裸錠 白 有 ﾏｲｽﾀﾝ錠10mg ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ 10mg 大日本住友製薬･ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

抗てんかん剤 03頃ﾋｰﾄ変更 000502収
載，ﾋｰﾄ商品名記載(表:ｶ
ﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 共和薬品工業 中枢神経賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0311迄)，0310製

造承継（大日本製薬よ
り），伴い商品名ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ
錠100mgへ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 中枢神経賦活剤 0107中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 淡類橙 無 ﾚｺﾙﾃﾞｨｰﾙ錠 ｴﾌﾛｷｻｰﾄ 30mg 大日本製薬 冠循環増強剤 9501中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大日本製薬 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(0811迄) 060609

収載(商品名変更に伴
い，前:ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ)

裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 910823
収載

裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本住友製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

9705ﾋｰﾄ変更，表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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