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

ABC順 本体コード ヒートコード 剤形 色 割線 商品名 一般名 規格 会社名 薬効等 備考
α 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0310社名変更 0207ﾋｰﾄ

変更，表裏商品名記載
9401変更

α 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0406ﾋｰﾄ変更，裏商品名
変更等 0310社名変更
9401変更

α 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成 精神神経安定剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9402変更
α 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系抗不安 0512中止
α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

α 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ｻﾝﾌﾗｰﾙS ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0407ﾋｰﾄ変更
0310社名変更

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

α 耳:SUN-F200 裸錠 白 無 ｻﾝﾌﾗｰﾙ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成工業 抗悪性腫瘍剤 9912中止
α 裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 9506中止 9308変更
α 裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成 利尿･降圧剤 01頃中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
α 裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成 血圧降下剤 0001中止 9709ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9308変
α 裸錠 白 有 ﾄﾚﾊﾞﾝｽ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性ACE阻害降圧剤 0704頃中止 0310社名変

更 0206ﾋｰﾄ変更 990709
収載 ﾋｰﾄ表商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

α 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更，ﾋｰﾄ表裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

α 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

α 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更

α 裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

α 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾓｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 0310社名変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

α μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾙﾅｰﾙ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

0310社名変更 020705収
載

α 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

080704収載

α 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

α 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

070706収載
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α 裸錠 黄白～淡黄 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

050708収載

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 筋緊張･循環改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠)
0310社名変更

α 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(旭化成) 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成 制酸剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載 960705収
載

α 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠500mg｢旭化成｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:炭ｶﾙ錠(旭化
成))

α 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0311本体刻印5追加
0310社名変更 0306ﾋｰﾄ
裏5ｍｇ追加 0109商品名
変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭

α 裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0512中止 0310社名変更
α 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化

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

で) 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載

α 裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)

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

α 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/無透
明

ﾌﾟﾛｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9702中止

α 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄 ﾄｷｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 旭化成 代謝性強心剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

α μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

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

α μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

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

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｲﾀﾞｼﾞﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 旭化成-ｱｽﾞｳｪﾙ 循環機能改善剤 0101中止 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 0104本体
外形，剤形(旧:裸錠)変更

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0212ﾋｰﾄ
変更

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0210ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0210迄) 0104本体
外形，剤型(旧:裸錠)変更

α 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾁﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 旭化成工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9301中止 900713収載
α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9701ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9307変更

α ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠100mg ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｶﾏｲｼﾝ錠)

α 裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 9410中止 9308変更
α 裸錠 白 有 ｻﾝｱｼﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704頃中止 0310社名変

更 000707収載，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

β β 裸錠 白 無 ｲｽｷｱ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，
150mg

ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｽｷｱ錠

γ 310 γ -50 310 糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢ﾅｶﾉ｣
50mg

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 94中止

γ γ -399 糖衣錠 黄 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢第三｣
50mg

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 帝三製薬 代謝性製剤 中止
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γ OZ KB O15 γ Z15 耳:γ -OZ15mg 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠(15mg) ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号
削除，商品名記載

γ OZ KB 12O50 γ Z50 耳:γ -OZ50 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止
γ Z KB O15 γ Z15 耳:γ -OZ15mg 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠(15mg) ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 15mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏記号

削除，商品名記載
γ Z KB 12O50 γ Z50 耳:γ -OZ50 裸錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰ･ｵｰｾﾞｯﾄ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 0112中止
ε MO203:ε MO203 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ｱｼﾉﾝ ｱｼﾉﾝ75 ZP3143 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白

(緑ﾗｲﾝ)
ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

ｱｼﾉﾝ ｱｼﾉﾝ150 ZP3144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

ｱﾌﾟﾚｰｽ ｱﾌﾟﾚｰｽ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ 25mg SW-923 SW-923 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 沢井製薬 不整脈治療剤 050708収載
ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ ｱﾘｽﾘｽﾞﾑ 50mg SW-924 SW-924 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾘｽﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 沢井製薬 不整脈治療剤 050708収載
ｱﾙﾀｯﾄ ｱﾙﾀｯﾄ37.5 TZ351 TZ351 37.5：37.5mg

TZ351
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg あすか製薬 H2受容体拮抗剤 0510本体商品名記載(ｶﾀ

ｶﾅ) 0208ヒート裏変更
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ｱﾙﾀｯﾄ ｱﾙﾀｯﾄ75 TZ321 TZ321 75:75mg TZ321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg あすか製薬 H2受容体拮抗剤 0510本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 0206ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
等 97ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ 50 50mg:50mg 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠50mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 1005本体ｺｰﾄﾞ変更
ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ 100 100mg:100mg 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠100mg 塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 田辺三菱製薬 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 1005本体ｺｰﾄﾞ変更
ｲﾘﾎﾞｰ ｲﾘﾎﾞｰ 2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾘﾎﾞｰ錠2.5μ g 塩酸ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 2.5μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 下痢型過敏性腸症候群

治療剤
080912収載

ｲﾘﾎﾞｰ ｲﾘﾎﾞｰ 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｲﾘﾎﾞｰ錠5μ g 塩酸ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 5μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 下痢型過敏性腸症候群
治療剤

080912収載

ｲﾝﾀｰﾙ ｲﾝﾀｰﾙ INTAL 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙透明/無
透明

ｲﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ外用20mg ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸ﾅﾄﾘｳﾑ(外) 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治
療剤

1101販売元変更(前:ｱｽﾃ
ﾗｽ製薬) 1010製造販売
元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ製薬)

ｲﾝﾌﾘｰ ｲﾝﾌﾘｰ200 200mg:200 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｲﾝﾌﾘｰSｶﾌﾟｾﾙ200mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症
剤

0907ｺｰﾄﾞ変更

ｳﾘﾄｽ ｳﾘﾄｽ 0.1 KP-197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

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

ｳﾛｶﾙﾝ ｳﾛｶﾙﾝ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 0812本体ｺｰﾄﾞ変更

ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200 SW-325 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 沢井製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
｢ｻﾜｲ｣) 0506本体変更
(前：SWの刻印)

ｵ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1009迄)
060601収載

ｵ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ｵ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1010迄)

060601収載
ｵ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ｵｾﾞｯｸｽ ｵｾﾞｯｸｽ 150 150mg:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
広範囲経口抗菌製剤 0701ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ変

更，本体商品名記載，小
ｶﾞﾁﾌﾛ ｶﾞﾁﾌﾛ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾁﾌﾛ錠100mg ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 100mg(ｶﾞﾁﾌﾛ

ｷｻｼﾝとして)
杏林製薬 広範囲経口抗菌薬 0809中止 0612ﾋｰﾄ裏記

020607収載 大日本住友
のものとﾋｰﾄ異なる

ｶﾞﾁﾌﾛ ｶﾞﾁﾌﾛ 100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾁﾌﾛ錠100mg ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 100mg(ｶﾞﾁﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

杏林製薬･大日本住友製
薬

広範囲経口抗菌薬 0809中止 020607収載 杏
林製薬のものとﾋｰﾄ異な

3 / 191 ページ



ｸﾞﾗｹｰ ｸﾞﾗｹｰ 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｸﾞﾗｹｰｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

0907ｺｰﾄﾞ変更

ｸﾗﾘｽ ｸﾗﾘｽ 200 200mg:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0804ｺｰﾄﾞ変更

ｹﾀｽ ｹﾀｽ 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害剤，
脳血管障害･気管支喘息
改善剤

0609頃ﾋｰﾄ裏記号変更

ｻﾑｽｶ ｻﾑｽｶ 15:ｻﾑｽｶ 15 ｻﾑｽｶ15 裸錠 青 有 ｻﾑｽｶ錠15mg ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ 15mg 大塚製薬 V2-受容体拮抗剤 101210収載
ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾚﾄﾞ100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ:ｻﾚﾄﾞ100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 100mg 藤本製薬 抗多発性骨髄腫剤 081212収載
ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞｻﾚ ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾚﾄﾞ50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ:ｻﾚﾄﾞ50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 50mg 藤本製薬 抗多発性骨髄腫剤 100423収載
ｻﾚﾄﾞ ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾚﾄﾞ50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ:ｻﾚﾄﾞ50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 50mg 藤本製薬 抗多発性骨髄腫剤 100423収載
ｻﾚﾄﾞ ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ ｻﾚﾄﾞ100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ:ｻﾚﾄﾞ100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100 ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 100mg 藤本製薬 抗多発性骨髄腫剤 081212収載
ｻﾜｼﾘﾝ 125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0612中止 0504社名変更

(合併)
ｻﾜｼﾘﾝ 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)
ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑR ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑR 200mg SW-

726
SW-726 200:200 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ

200mg｢ｻﾜｲ｣
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 101119収載

ｽﾀｰｼｽ ｽﾀｰｼｽ 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 0606本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ
変更

ｽﾀｰｼｽ ｽﾀｰｼｽ 90 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤色 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 0605本体ｺｰﾄﾞ変更，色調
変更(前:白)，小型化，ﾋｰ
ﾄ変更

ｽﾃｰﾌﾞﾗ ｽﾃｰﾌﾞﾗ 0.1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

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

ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg SW-148 SW-148 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 080704収載

ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg SW-149 SW-149 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 沢井製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 070706収載

ｾﾌｶﾍﾟﾝSW ｾﾌｶﾍﾟﾝSW 100 100 mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ｻﾜｲ｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 沢井製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

090515収載

ｾﾌｽﾊﾟﾝ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0403本体商品名記載(ｶﾀ

ｾﾌｽﾊﾟﾝ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0402本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更

ｾﾌｿﾞﾝ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
ｾﾌｿﾞﾝ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1103ﾋｰﾄ変更
ﾀﾑｽﾛｼﾝ ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg MED-401 MED-401:0.1 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ

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

障害改善剤
060707収載

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

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

060707収載

ﾁﾜﾝ ﾁﾜﾝ 5mg SW-346 SW-346 5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ5 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 沢井製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
ﾁﾜﾝ ﾁﾜﾝ 10mg SW-345 SW-345 10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 沢井製薬 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 1012本体ｺｰﾄﾞﾁﾜﾝ10mg

追加
ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神分裂病，うつ病，胃･

十二指腸潰瘍治療剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ)

ﾄﾐﾛﾝ ﾄﾐﾛﾝ 100 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品，昭和薬品化工

ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 0708ｺｰﾄﾞ変更

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

050708収載

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

050708収載

ﾋﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1009迄)
060601収載

ﾋﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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ﾋﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1010迄)
060601収載

ﾋﾄ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ﾌｪﾙﾀｰｾﾞ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 0504社

名変更(合併) 0203本体
商品名記載

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ 112.5mg SW-
481

SW-481 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ｻﾜｲ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 沢井製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

090515収載

ﾌﾙｺﾅｰﾙ ﾌﾙｺﾅｰﾙ 50mg SW-884 SW-884 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 沢井製薬 深在性真菌症治療剤 旧品名(100528ﾌﾙｺﾅｿﾞｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣に変

ﾍｷｻﾙ EB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ､ﾙﾁﾝ 12.5mg，
12.5mg

ｻﾝﾄﾞ 痔疾患治療剤 0912中止 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 1009ｺｰﾄﾞ変更
ﾎﾈ 裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水

和物
5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

ﾎﾞﾉﾃｵ ﾎﾞﾉﾃｵ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾉﾃｵ錠1mg ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 骨粗鬆症治療剤 090313収載
ﾐﾉﾍﾟﾝ ﾐﾉﾍﾟﾝ 50 SW-665 50：50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0509本体ｺｰﾄﾞ変更
ﾐﾉﾍﾟﾝ ﾐﾉﾍﾟﾝ 100 SW-666 100:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 沢井製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0512本体ｺｰﾄﾞ変更(SW削

除，品名記載)
ﾑｺｽﾀ ﾑｺｽﾀ 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺｽﾀ錠100mg ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 大塚製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｺｽﾀ錠100)
0905ｺｰﾄﾞ変更

ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ﾄｰﾜ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg｢ﾄｰ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東和薬品 代謝性強心剤 101119収載
ﾕﾍﾞﾗN ﾕﾍﾞﾗN200 200mg:200mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
橙 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 0909ｺｰﾄﾞ変更

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg MED-
240

MED-240 15mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
MED｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg MED-
241

MED-241 30mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
MED｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-沢井製薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 060707収載

ﾘｽﾋﾟﾝ ﾘｽﾋﾟﾝ 50mg SW-685 SW-685 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 090515収載
ﾘｽﾋﾟﾝ ﾘｽﾋﾟﾝ 100mg SW-690 SW-690 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾘｽﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 沢井製薬-日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 1002本体ｺｰﾄﾞ変更
ﾘﾏﾁﾙ ﾘﾏﾁﾙ 50 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠50mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ

ﾏﾁﾙ50） 9710本体変更，
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾘﾏﾁﾙ ﾘﾏﾁﾙ 100 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ
ﾏﾁﾙ） 9703本体変更，ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100MED 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢MED｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞSW ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ SW100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 沢井製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 090515収載
ﾛｷﾀｯﾄ ﾛｷﾀｯﾄ 37.5mg SW-414 SW-414 37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 081107収載
ﾛｷﾀｯﾄ ﾛｷﾀｯﾄ 75mg SW-412 SW-412 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 050708収載
ﾛﾙｶﾑ ﾛﾙｶﾑ 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 4mg 大正製薬-大正富山医薬

品
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0805ｺｰﾄﾞ変更

骨 裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

人間 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
人間 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙
型)

くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠5mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 5mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙
型)

くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠10mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 10mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(涙
型)

くすんだ黄 無 ｼｱﾘｽ錠20mg ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ 20mg 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ-日本新薬 勃起不全治療剤 0907販売元変更(前:日本
ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 0709発売 薬
価基準未収載
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LN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

薄帯黄赤 無 ﾌﾙﾀﾞﾗ錠10mg ﾘﾝ酸ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 10mg ｼﾞｪﾝｻﾞｲﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗悪性腫瘍剤 1007製造販売元変更(前:
ﾊﾞｲｴﾙ薬品)

SANKYO 261 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠1mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

SANKYO 262 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠2mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更

SANKYO 263 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠4mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0204ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

SANKYO 331：10 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠10mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 10mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO 332：20 裸錠 白 有 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 20mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐
帯)

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-Rｶﾌﾟｾﾙ18.75mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

1010製造販売元変更(前:
第一三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏ
ｲﾔｰｽﾞ中止

SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

SANKYO 242：16 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠16mg ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 16.0mg 第一三共 持続性Ca拮抗剤

に伴い，前:三共) 0408本
体刻印16追加 030401収

SANKYO 241：8 裸錠 淡黄 有 ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠8mg ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8.0mg 第一三共 持続性Ca拮抗剤

に伴い，前:三共) 0408本
体刻印8追加 030401収

SANKYO 624 腟錠（裸錠） 白 無 ｸﾛﾏｲ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾏｲ腟錠)

SANKYO 265 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙白 ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ80mg ﾌﾟﾗｳﾉﾄｰﾙ 80mg 第一三共 粘膜防御胃炎･胃潰瘍治
療剤<植物抽出･精製製
剤>

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ)

SANKYO 322 μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤紫/暗赤
紫

ｺﾊﾞﾒﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 第一三共 末梢性神経障害治療剤 1003中止

SANKYO 125:1 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠1 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更，裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）など

SANKYO 126:2 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠2 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

10 SANKYO 107 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更
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5 SANKYO 106 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠5 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 128:5 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠5mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 睡眠導入剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 226 裸錠 淡灰褐～淡
黄褐

無 ﾀｶﾌﾟﾚｯｸｽ錠 ﾀｶﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞN､ﾘﾊﾟｰｾﾞ
MY

100mg，
25mg

第一三共 消化酵素剤 1003中止

SANKYO 311 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(大原薬品工業へ)

SANKYO 338 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
100mg)

SANKYO 117:10 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共)
SANKYO 116:5 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共) 010907
収載(商品名の変更 前:ﾈ
ﾙﾎﾞﾝ錠)

SANKYO 676 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞﾅﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 第一三共・ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲ
ﾝ

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾅﾝ錠)

SANKYO 313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

0803中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
SANKYO 321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
0803中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
SANKYO 312 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
25)

SANKYO 320 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
50)

SANKYO 145 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｼﾞ
ﾝとして)

第一三共 鎮痛剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

P-D 536 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 125mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

P-D 540 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

P-D 444:250 裸錠 白～微黄白 無 ﾎﾟﾝﾀｰﾙ錠250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0210ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

SANKYO 232 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-
CoA還元酵素阻害剤)

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更など 9609ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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SANKYO 131:0.5 裸錠 白 無 ﾒﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 0.5mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 132:1 裸錠 白 有 ﾒﾚｯｸｽ錠1mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

錠剤 淡黄 有 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
元変更に伴い(前:第一三
共)

錠剤 淡黄 無 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠5ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
元変更に伴い(前:第一三
共)

SANKYO 328 裸錠 白 無 ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠20mg ｼﾞｸﾛﾛ酢酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ｱﾐﾝ

20mg 第一三共 肝機能改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠)

SANKYO 405 裸錠 白 無 ﾛｲｺﾝ錠10mg ｱﾃﾞﾆﾝ 10mg 第一三共 白血球減尐症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(大原薬品工業へ)

SANKYO 157 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾆﾝ錠)

KRH102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ｸﾚﾊ-第一三共 慢性腎不全用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200)

KH 208 KH208 2mg：2mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｺﾆｰﾙ錠2 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 209 KH209 4mg：4mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆｰﾙ錠4 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 210 KH210 8mg：8mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｺﾆｰﾙ錠8 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 010 KH010 30mg：30mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｸﾄ錠30 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 協和発酵ｷﾘﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾙﾃｸﾄ錠)

KH 117 100mg KH117:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠100mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 100mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 116 50mg KH116:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾋﾟﾅ錠50mg ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ 50mg 協和発酵ｷﾘﾝ 抗てんかん剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 306 KH306 10mg：10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 協和発酵ｷﾘﾝ 消化管運動改善剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

KH 305 KH305 5mg：5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 協和発酵ｷﾘﾝ 消化管運動改善剤 0810社名変更，合併に伴
い(前:協和発酵工業)

2mg:2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
4mg:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
裸錠(楕円形) 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水

和物
35mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)
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30
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠30mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 30mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ

記載表→裏等)

60
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄橙 無 ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg 塩酸ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1001ﾋｰﾄ若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載表→裏等)

裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1009迄)
060601収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1010迄)

060601収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

EK 05 112.5mg EK05:112.5mg 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小林化工-ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載 小林化工と
ﾋｰﾄ異なる

TR 60 TR60 LA60μ 裸錠(徐放性) 白～黄みの
白

無 ｹｱﾛｰﾄﾞLA錠60μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 60μ g 東ﾚ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ（PGI2)
誘導体徐放性製剤

071214収載

ｽﾀｰｼｽ 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 0606本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ
変更

ｽﾀｰｼｽ 90 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤色 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 0605本体ｺｰﾄﾞ変更，色調
変更(前:白)，小型化，ﾋｰ
ﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1012ﾋｰﾄ変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1103ﾋｰﾄ変更

SEROQUEL 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄赤 無 ｾﾛｸｴﾙ25mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 25mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 1103ﾋｰﾄ若干変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/薄褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

1006ｺｰﾄﾞ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

1010ｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄黄 無 ﾍﾞｼｹｱ錠5mg ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過活動膀胱治療剤 060601収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｼｹｱ錠2.5mg ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ 2.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過活動膀胱治療剤 060601収載
裸錠 白 有 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤

(COX-2選択的阻害剤)
070316収載

裸錠（楕円形) 白 有 ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
(COX-2選択的阻害剤)

070316収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放
性)

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

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放
性)

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

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ(徐放
性)

灰赤/橙 ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ
として)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤 080912収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ
製薬

消化酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9510販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9209販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9301販売

KN 306:2.5
OD:2.5mg

裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
KN｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

KN 307:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢KN｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

小林化工 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

100528収載

KN 356:1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

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

101119収載

KN 357:3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載
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KN 354:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

KN 355:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢KN｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 小林化工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

MK 38:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 小林化工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK 37:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢MEEK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 小林化工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

KN 195:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢KN｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 小林化工 前立腺癌治療剤 090515収載
EK 06 裸錠 白～淡黄 有 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 225mg 小林化工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-

気管支喘息治療剤-
081107収載 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞ
ｲとﾋｰﾄ異なる

MK 27:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK 28:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢
MEEK｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 小林化工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

AKP 02 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

080704収載 あすか製薬
とﾋｰﾄ異なる

AKP 04 裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢AKP｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 500mg 小林化工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

101119収載 あすか製
薬，武田薬品とﾋｰﾄ異な
る

MK 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
MEEK｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

小林化工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる

MK 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠8｢MEEK｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 小林化工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載 明治製菓と
ﾋｰﾄ異なる ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
DS10%｢MEEK｣(明治)とｺｰ
ﾄﾞ同じ

裸錠 白～わずか
に黄褐

無 ﾋﾞｵｽﾘｰ錠 東亜薬品工業-東亜新
薬，鳥居薬品

整腸剤 旧ｺｰﾄﾞ(0712迄) 牛乳由
来成分含有

SN 1 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0312中止 010706収載
SN 2 裸錠 白 有 ｱｸﾁﾀﾞｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0108中止 010706収載
AZ 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
AZ 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
TPD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾌﾟﾅｰﾄﾞ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9910中止 960705収載 本

体記号ﾖｼｵｰﾙと同じ
AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾙｰﾌｧ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止(00以前) 960705収
AP10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｱﾌﾟｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 不整脈治療剤 99中止 970711収載
AP20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｱﾌﾟｼｵﾝｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 不整脈治療剤 99中止 970711収載
APC 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾌﾟﾛｶﾃﾝ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 9912中止 960705収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙赤透明 ｱﾙｼｵﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ，ﾏ
ｲﾗﾝ製薬，辰巳化学

Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

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

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

Ca･骨代謝改善 1α -
OH-D3製剤

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

SI 裸錠 白 無 ｱﾙﾃﾙﾎﾞ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 中止(00以前) 960705収
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁﾄﾞﾗｰﾙ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定剤 0108中止 950707収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁﾄﾞﾗｰﾙ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神安定剤 中止 950707収載

CUE S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾋﾟｶﾙｽS配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾟｶﾙｽS錠)

CUE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟｶﾙｽ配合錠 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・岩城製薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾟｶﾙｽ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｶﾌﾟﾘｯｸ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0107中止 900713収載
K 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｶﾘﾝﾀﾞﾛﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 循環障害改善剤 9901中止 010907収載(規

格表示変更) 940708収載
SF:CD ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
淡黄褐～黄
褐

無 ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠500 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･興和ﾃﾊﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ薬 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)
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SLT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾞﾙﾂｸﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

900713収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9906中止 920710収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9906中止 920710収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

CH8 裸錠 白 有 ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠2.5mg 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｵﾍﾞﾃｯｸ錠)

L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｼｵﾍﾟﾙﾐﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

970711収載

SMS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｵﾒｲｽﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

99中止 960705収載

SNF 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾝﾉﾙﾌ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 広範囲経口抗菌剤 0003中止 960705収載
SNF 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｼﾝﾉﾙﾌ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 広範囲経口抗菌剤 0703中止 960705収載
LS μ g 裸錠 白 無 ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ

ﾄとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･東和薬品，日
本ｹﾐﾌｧ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

徐放錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｾﾗﾓﾝﾃ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 虚血性心疾患治療剤 9912中止 940708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄﾍﾊﾟﾝ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 組織呼吸賦活剤 9912中止 920710収載
TLT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾁﾙﾄﾘｱ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0407中止 960705収載
TLT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡橙 無 ﾁﾙﾄﾘｱ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0407中止 960705収載

裸錠 白～帯黄白 有 ﾃﾞｽﾘﾎﾟｰｾﾞ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0203頃中止 900713収載
TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾚﾍﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 胃炎･胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載 本

体同記号，同成分他4品
目有

裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨﾙｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ･大洋薬品工業 自律神経調整剤 0912大洋薬品工業中止
940708収載

RDS L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

PTD L20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更

RDS L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 960705収
載

PTD L40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆｶｼﾞﾙｽLｶﾌﾟｾﾙ40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 持続性Ca拮抗剤 04頃中止（ﾆｶｼﾞﾙｽL錠販
売に伴い） 98本体変更

NZT NZT 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾁﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0207中止 020705収載
C 裸錠 淡橙 無 ﾆﾄｷﾞｽ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆﾄｷﾞｽ錠
FG 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ錠20 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-日本ｹﾐﾌｧ，日

本薬品工業
H2受容体拮抗剤 030704収載

FN h 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0309ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000707収載

FN f 裸錠 白 無 ﾌｧﾝﾃｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 抗血小板剤 0305ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000707収載

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

BS μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞｽﾄﾙﾅｰ錠20 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

T Z 裸錠 白 有 ﾍﾙｾﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 筋緊張緩和剤 0212中止 960705収載
裸錠(楕円形) 白 有 ﾏｰｸﾞﾚｲﾄﾞ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 経口血糖降下剤 920710収載
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B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾃﾞﾅｰﾙL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
SN｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-大洋薬品工業 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

070706収載

MLI 裸錠 白 無 ﾒﾙｶｲｯｸ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 精神神経安定剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾙｶｲｯｸ錠)
970711収載

糖衣錠 白 無 ﾓﾃﾞﾚｰﾀﾑ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 筋緊張性疾患治療剤 9912中止 920710収載
SZ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾆｻﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ H2受容体拮抗剤 0111中止 010706収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ 止瀉剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞｶﾌﾟｾ

RL 1 裸錠 白 無 ﾛﾝﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬，興
和ﾃﾊﾞ

持続性心身安定剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

RL 2 裸錠 薄橙 有 ﾛﾝﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ・ﾏｲﾗﾝ製薬，興
和ﾃﾊﾞ

持続性心身安定剤 1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

C 裸錠 淡橙 無 小児用ｲｽｷｱ ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱･鎮痛剤 0011中止 960705収載
β 裸錠 白 無 ｲｽｷｱ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，

150mg
ｼｵﾉｹﾐｶﾙ 解熱鎮痛消炎剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｽｷｱ錠
裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｼｵﾉｹﾐｶﾙ-ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠)
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

EZ10 裸錠(長円形) 白 有 ｾﾞﾁｰｱ錠10mg ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg MSD・ﾊﾞｲｴﾙ薬品 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰ
ﾀｰ阻害剤，高脂血症治
療剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)，ﾋｰﾄ裏記号変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ﾃｨｱ
ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型)

白 無 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠100mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 100mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090323
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

薄赤 無 ｱｲｾﾝﾄﾚｽ錠400mg ﾗﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙｶﾘｳﾑ 400mg MSD HIVｲﾝﾃｸﾞﾗｰｾﾞ阻害剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 080627
収載 ﾊﾞﾗのみ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ﾃｨｱ
ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型)

白 無 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠100mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 100mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090323
収載

SANKYO 624 腟錠（裸錠） 白 無 ｸﾛﾏｲ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾏｲ腟錠)

SANKYO 265 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙白 ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ80mg ﾌﾟﾗｳﾉﾄｰﾙ 80mg 第一三共 粘膜防御胃炎･胃潰瘍治
療剤<植物抽出･精製製
剤>

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ)

SANKYO 128:5 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠5mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 睡眠導入剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 226 裸錠 淡灰褐～淡
黄褐

無 ﾀｶﾌﾟﾚｯｸｽ錠 ﾀｶﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞN､ﾘﾊﾟｰｾﾞ
MY

100mg，
25mg

第一三共 消化酵素剤 1003中止

SANKYO 339 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
250mg)

SANKYO 145 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｼﾞ
ﾝとして)

第一三共 鎮痛剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO 328 裸錠 白 無 ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠20mg ｼﾞｸﾛﾛ酢酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ｱﾐﾝ

20mg 第一三共 肝機能改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠)
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SANKYO 330：5 裸錠 淡黄白 無 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠5mg ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 5mg 第一三共・興和，興和創
薬

高親和性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞ
ﾛｯｶｰ

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO 116:5 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共) 010907
収載(商品名の変更 前:ﾈ
ﾙﾎﾞﾝ錠)

SANKYO 117:10 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共)
SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

307AV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 0512中止 031212収載

307AV ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 0512中止 031212収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾘｱﾅｰﾙ錠200mg ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ 200mg 田辺三菱製薬 気道分泌細胞正常化剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 011207収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌｯｾﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大興製薬-日医工 止瀉剤 0609供給停止 0401ﾋｰﾄ
裏変更 9810ﾋｰﾄ変更
(1mg追加)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ 徐放性鉄剤 0108中止(日本医薬品工
業へ販売移管)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯赤褐～褐 ｱｻｺｰﾙ錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 400mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 潰瘍性大腸炎治療剤 091211収載 協和発酵ｷﾘ
ﾝとﾋｰﾄ異なる

TYK63 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業 抗潰瘍・精神情動安定剤 0907中止 0506本体ｺｰﾄﾞ
追加

TYK163 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾏﾌﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大正薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0707中止
TYK176 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤､ｹ

ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤
0907中止 0806商品名変
更(前:ﾘｻﾞﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

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

TYK187:TYK187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg｢TYK｣ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812商品名変更(前:ｷｾﾌﾞ
ﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 大正薬品工業-日本化薬 前立腺癌治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｱｾﾁﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ耳ｺｰﾄﾞ削除

TYK262:TYK262 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾃﾌﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃潰瘍治療剤
TYK269:10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾅﾄｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日本化薬
気管支喘息･脳血管障害
改善剤

TYK291:TYK291 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁﾉﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 大正薬品工業 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0707中止
TYK314:TYK314 45 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾚｰﾄLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

三和化学研究所，ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

TYK334 20mg:TYK334
20mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 有 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
扶桑薬品工業

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1006ﾋｰﾄ20mg追加等
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠20)

TYK341:TYK341 20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾗｽﾄﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

020705収載

TYK344 15mg 裸錠 極薄橙 有 ｱﾗﾌﾟﾘｯﾄ錠15mg 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 大正薬品工業 ACE-I降圧剤 0707中止 020705収載
TYK346 10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾙﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 血管拡張性β 1遮断薬 020705収載

13 / 191 ページ



TYK350:TYK350 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｻﾞﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
150)

TYK354 20mg 裸錠 白 有 ﾀｲｼﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

狭心症治療用ISMN製剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
020705収載

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

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

0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

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

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

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

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

0110販売元変更(前:興
和，興和創薬)

TYK387 0.2mg:TYK387 硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ﾊﾙﾝﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ0.2mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 大正薬品工業・興和創薬 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾀﾑｽﾛｼ
ﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.2mg｢

TYK395 15mg:TYK395 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

TYK396 30mg:TYK396 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

PG0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

PG1:1mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号削除

H100 裸錠 白 有 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0204ﾋｰﾄ裏
記号削除 9905ﾋｰﾄ変更，
9807本体変更

裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 9805ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ化

L1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠100mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9712ﾋｰﾄ変更
940708収載

L2:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠200mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9801ﾋｰﾄ変更
940708収載

L100 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0207ﾋｰﾄ裏
商品名記載，記号削除
980710収載

L200 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ﾚ
ｷｼﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 摩耶堂製薬 合成抗菌製剤 0108中止 990709収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ﾋﾟﾅﾃﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東光薬品工業 EPA製剤 0002中止 980710収載

SI IS 裸錠 白 有 ｲｿﾓﾆｯﾄ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｻﾝﾄﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 0807中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ裏記
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EB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ､ﾙﾁﾝ 12.5mg，
12.5mg

ｻﾝﾄﾞ 痔疾患治療剤 0912中止 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾｽｼﾞｳﾑ錠30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痙･鎮痛剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｾｽｼﾞｳﾑ錠)

LV 25 裸錠 淡赤 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠25μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g ｻﾝﾄﾞ 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0606商品名変更(前:ﾚﾎﾞﾁ
ﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠25μ g｢ﾍｷ
ｻﾙ｣) 富士製薬工業のも
のとﾋｰﾄ異なる

LV 50 裸錠 白 有 ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝNa錠50μ g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μ g ｻﾝﾄﾞ 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0606商品名変更(前:ﾚﾎﾞﾁ
ﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠50μ g｢ﾍｷ
ｻﾙ｣) 富士製薬工業のも
のとﾋｰﾄ異なる

AL
100mg

裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾛｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ 高尿酸血症治療剤 0809中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表100追加と
一般名記載 科研とﾋｰﾄ異

WL 裸錠 白 無 ｳｪﾙﾋﾞｰ錠2.5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
WL5 WL5 裸錠 白 有 ｳｪﾙﾋﾞｰ錠5mg ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg ｻﾝﾄﾞ 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
MD E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾞﾘﾍﾞﾝ錠 ﾒﾘﾛｰﾄｴｷｽ､ﾙﾁﾝ 12.5mg，

12.5mg
日本ﾍｷｻﾙ 痔疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 97ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9609製造販売元変更

R J
2.5mg

裸錠 白 有 ｴﾚﾅﾝﾄ錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾚﾅﾝﾄ錠)
0812ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止

糖衣錠 緑 無 ｵﾋﾟﾆｵﾝS錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 肝機能賦活･利胆剤 0204中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CT CT 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ｻﾝﾄﾞ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0711頃中止 060707収載
(商品名変更に伴い，前:ｶ
ﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠｢ﾍｷｻﾙ｣
12.5mg) 0604ﾋｰﾄ裏記号

CR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｶﾙｿﾞﾙﾝG30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg 日本ﾍｷｻﾙ 血管強化･止血剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

K 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

K 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)  990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

GT 裸錠(楕円形) 白 有 ｸﾞﾘﾋﾟﾅｰﾄ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 経口血糖降下剤 0806中止 0603ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601社名変更(前:日

1mg
裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0704頃中止 0604ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)
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CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ H2受容体拮抗剤 060707収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠｢ﾍｷ
ｻﾙ｣200mg) 0601ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
CS 100 裸錠 白 無 ｼﾛｼﾅﾐﾝ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ｻﾝﾄﾞ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 000707収載

CS 50 裸錠 白 無 ｼﾛｼﾅﾐﾝ錠50mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ｻﾝﾄﾞ･ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗血小板剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 000707収載

SK 裸錠 白～帯黄白 無 ｽｹﾙﾗｯｸｽ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 骨粗鬆症治療剤 0205中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SC123-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽｺﾋﾟﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0010中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CL CL 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘﾌﾟｽ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005中止 0604ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

2 KL160:2 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠2mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠2)

3 KL160 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 3mg ｻﾝﾄﾞ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠3)

5 KL160:5 裸錠 白 有 ｾﾆﾗﾝ錠5mg ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 精神神経安定剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾆﾗﾝ錠5)

SL 裸錠 薄桃 無 ｾﾘｰｽ錠2.5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ACE阻害剤

SL5 SL5 裸錠 薄桃 有 ｾﾘｰｽ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ｻﾝﾄﾞ 持続性ACE阻害剤

糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｻﾝﾄﾞ･三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠)，
ﾋｰﾄ表12追加

D 裸錠 白 有 ﾄﾞｲｽﾛｰﾙ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 日本ﾍｷｻﾙ 気管支拡張剤 0012中止 970711収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾘｯｶｰ錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日本ﾍｷｻﾙ 消化管運動改善剤 0110中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NM 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾑﾌｪﾝ-ｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 日本ﾍｷｻﾙ 消炎･鎮痛･解熱剤 0011中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

N1
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0912中止 0609ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

N2
SANDOZ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾄﾗｰ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 広範囲経口抗菌剤 0910中止 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)，ﾋｰﾄ表
200追加，ﾋｰﾄ裏記号変

NF NF 裸錠 極薄紅 有 ﾉﾌﾞﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg ｻﾝﾄﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤

変更(前:日本ﾍｷｻﾙ)
PN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾋﾟｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾊﾟﾅ

ﾋﾟｼﾞﾝ錠)
VH2 VH2 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠200mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日

本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0606ヒートｺｰﾄﾞ変更

（VH2->VH200)，ﾋｰﾄ裏記
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VH4 VH4 裸錠 白 有 ﾋﾞﾙﾍｷｻﾙ錠400mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｻﾝﾄﾞ･富士製薬工業，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0603ヒートｺｰﾄﾞ変更
（VH4->VH400)，ﾋｰﾄ裏記

DK 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ﾀﾞｲﾄ-日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症治療剤 0107中止 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK 352
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾅﾄｰﾙ錠SR200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ﾀﾞｲﾄ-ｻﾝﾄﾞ 高脂血症治療剤 0804中止 0602ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)，表一般名記
載 0601販売元社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

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

BP 449-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾅﾋﾟｰｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ｻﾝﾄﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0812中止 0604ﾋｰﾄ表記
号(1)追加，ﾋｰﾄ裏記号変

0601社名変更(前:日本ﾍ

200mg
軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾍﾓﾀｲﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg ｻﾝﾄﾞ 経口痔核治療剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾓﾀｲﾄ) 0603

SANDOZ)
MM 718

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠100mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0605ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

MM 719
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄｲﾙ錠200mg ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ 非酸性消炎･鎮痛剤 0603ﾋｰﾄ表一般名記載，

0601社名変更(前:日本ﾍ
ｷｻﾙ)

MX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾞｯｸｽ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0205中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705収

RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｻﾞｰﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0101中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

MN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾅﾝﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 頻尿治療剤 0009中止 99ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9607販売

RN 25 裸錠 白 無 ﾗｳﾅﾝｽ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 尿酸排泄薬 0010中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RN 裸錠 白 有 ﾗｳﾅﾝｽ錠50mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 尿酸排泄薬 0010中止 970130承認
9807販売 ﾋｰﾄ裏商品名
記載

RD 裸錠 白 有 ﾗｼﾞｱﾐﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本ﾍｷｻﾙ 利尿降圧剤 0205中止 0007販売 日本
新薬から承継

RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾅｶｰﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 循環機能改善剤 0105中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙赤 無 ﾘｻﾁﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 冠循環増強剤 0108中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RJ 2
2mg

裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0703頃中止 0603ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ) 舌下錠

ARC ARC 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｻﾝﾄﾞ 利尿剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 0006製造元･
本体･ﾋｰﾄ変更
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ARE ARE 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｻﾝﾄﾞ 利尿剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ) 0006製造元･
本体･ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症，心身症(更年
期障害，過敏性腸症候
群)治療剤

0104中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

Slo-bid 100mg Slo-bid 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100)

E 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠125mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg ｻﾝﾄﾞ 結核化学療法剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

RFP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，ﾆﾌﾟﾛ
ﾌｧｰﾏ

抗結核剤 060707収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ｢ﾍｷｻﾙ｣)

Slo-bid 200mg Slo-bid 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200)

E 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg ｻﾝﾄﾞ 結核化学療法剤

記載 0601社名変更(前:
日本ﾍｷｻﾙ)

YD 054 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾌﾟﾘﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 小林薬学工業 ACE阻害剤 陽進堂のｵﾝﾌﾙｰﾙ錠
12.5mg(ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 970711収載 日医工のｺﾘ
ﾈｰﾙL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾊﾞﾆﾌｪｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 小林薬学工業 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 日医工のｺﾘﾈｰﾙL錠
20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ錠40mg
｢KOBA｣

酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 小林薬学工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

中止 9808のみ製造
980710収載

裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢
KOBA｣

ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 小林薬学工業 精神神経安定剤 9809中止 980710収載

裸錠 白 無 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ錠25mg｢
KOBA｣

ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 小林薬学工業 前立腺肥大症治療剤 中止 980710収載

KYK 317 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢
KOBA｣

塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 小林薬学工業-日医工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0704迄)，承継に
伴い(日医工へ) 0406本
体ｺｰﾄﾞ追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

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

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

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

ucb 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

青 有 ｲｰｹﾌﾟﾗ錠250mg ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 250mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-大塚製
薬

抗てんかん剤 100917収載

ucb 500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 500mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-大塚製
薬

抗てんかん剤 100917収載

622
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤 に伴い，前:第一製薬)
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623
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三
共

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
日医工のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ

YD 640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠
10mg)，ｺｰﾄﾞ･剤型変更
(前:糖衣錠)

YD 641 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢YD｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂･第一三共ｴｽﾌｧ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠
20mg)，ｺｰﾄﾞ･剤型変更
(前:糖衣錠)

裸錠 白 無 ﾘｿﾞﾁｰﾑ塩酸塩錠90mg｢
YD｣

塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 陽進堂 消炎酵素製剤 0810中止 0712商品名変
更(前:ﾖｳｱﾁｰﾑ錠90)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂 高単位総合消化酵素製
剤

0910中止 98本体ﾏｰｸ変

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞFｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高単位総合消化酵素製
剤

0908中止 0702販売会社
社名変更(前:東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

YD383 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透
明

ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

YD385 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ﾃﾞｽﾞ
ﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ)

200mg YD386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 陽進堂 胃炎･胃潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表200mg追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾄﾘｯｸｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg 陽進堂 H2受容体拮抗剤 04より陽進堂販売のみ
030704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0303ﾋｰﾄ変更，裏ｺｰﾄﾞ削
除等 9804本体，ﾋｰﾄ変
更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0304ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸
溶)

白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 0304ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 010202
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0303ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 010202
収載(商品名変更 前:ｵﾒ
ﾌﾟﾗｰﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微帯黄
白

有 ｾﾛｹﾝL錠120mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 徐放性高血圧治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾛｹﾝL錠)，
ﾋｰﾄ裏記号(120)追加

裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠2mg 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 気管支拡張剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠)

TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾋﾟｸﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 協和薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 9811中止 970711収載 本
体同記号，同成分他4品
目有
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裸錠 白 無 ｱﾍﾟｾﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 0303中止 960705収載
CH 裸錠 白 有 ｱｽﾄﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg(ﾁｻﾞﾆｼﾞ

ﾝとして)
長生堂製薬 筋緊張緩和剤 旧品名(090925ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ

錠1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 970711収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾙｷﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 尿路感染症用抗菌剤 0602中止 00ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 980710収

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｱﾝﾄﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 長生堂製薬 胃潰瘍治療剤 0809中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹｲｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 長生堂製薬 気管支喘息改善剤 0005頃中止 980710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾗﾀｰｾﾞ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 長生堂製薬 消炎酵素剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ

ｾﾞ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 100mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･
吉富薬品

鎮痛･抗炎症剤 0005中止 9712本体，ﾋｰﾄ
変更(製造元変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾙﾒﾝﾀｰﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 長生堂製薬 鎮痛･消炎･解熱剤 98中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

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

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 101119収載(品名変更に
伴い，前:ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢CH｣，ﾋｰﾄ若干変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

旧品名(091113ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼ
ﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 091113収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾉﾊﾞﾙｼﾝ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持効性Ca拮抗剤 020705収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢CH｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(1005ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠

30mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更) 0909
商品名変更(前:ﾗｲｾﾙﾃｯｸ
錠)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 有 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1005商品名変更(前:ｵｷｻ
ﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢CH｣)

裸錠 白 有 ﾗｲｾﾙﾃｯｸ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0909ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢CH｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
裸錠 白 有 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 030704収載
裸錠 微紅 有 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠

60mg｢CH｣
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
鎮痛･抗炎症・解熱剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷﾌﾗﾝ錠)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 微紅 有 ﾛｷﾌﾗﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症解熱剤 旧品名(080620ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)
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裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢CH｣ ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

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

裸錠 白 有 ﾕﾘﾓﾗﾝ錠 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 長生堂製薬 睡眠導入剤 旧品名(090925ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
錠0.25mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｿﾞﾋﾟﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 長生堂製薬 睡眠障害改善剤 0703中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

高脂血症治療剤 0909商品名変更[前:ﾍﾞﾌｧ
ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0712迄，新:ﾍﾞﾌｧ
ﾙﾗｰﾄSR錠200mg)，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞも変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 長生堂製薬 高脂血症治療剤 旧品名(0909ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ
SR錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更) 0712商品名変更(前:
ﾍﾞﾌｧﾙﾗｰﾄSR錠)，ﾋｰﾄｺｰ

CH21:CH21 50μ g 裸錠 白 有 ｱｽﾄﾌﾟﾛﾁﾝ錠 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 長生堂製薬 気管支拡張剤 0701中止 960705収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾏｲﾙ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｺﾚｿﾙﾋﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

脂質代謝改善剤 0107中止 9711本体，ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ﾁｱﾗﾘｰﾄﾞ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 960705収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠
5)，ﾋｰﾄ若干変更

CH26 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 長生堂製薬 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄ 960705収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

消化管運動改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠
10)，ﾋｰﾄ若干変更

CH27 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾅｾﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 長生堂製薬 消化管運動改善剤 旧品名(090925ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄ 960705収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～灰白 無 ｱﾌﾟﾛﾅﾘﾝPD錠 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 18000単位 長生堂製薬 消炎酵素剤 0206中止 9803本体ｺｰﾄﾞ
化 960705収載

μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

旧品名(100528ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏ
ｲﾗﾝ製薬中止

μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠
20μ g)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

CH30 100mg:CH30
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾒｼﾙﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口蛋白分解酵素阻害
剤

0608ﾋｰﾄ若干変更(裏表
記号(100mg)追加等)
960705収載

裸錠 白 無 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
裸錠 白 有 ｼｸﾞﾗﾝｺｰﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 長生堂製薬 狭心症治療剤 0902中止
裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載

裸錠 白 有 ｶﾄﾅﾌﾟﾛﾝ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載
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裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾘﾉｯｸ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ACE阻害降圧剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0909商品名変更(前:ｿﾞﾋﾞ
ｽﾀｯﾄ錠200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0909商品名変更(前:ｿﾞﾋﾞ
ｽﾀｯﾄ錠400)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞｽﾀｯﾄ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 長生堂製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧品名(0909ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 010706収載 ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲﾀﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
990709収載

裸錠 白 無 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ錠100mg｢CH｣ ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

血行改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｸﾞﾘﾝ錠)，ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬 血行改善剤 旧品名(090925ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ
錠100mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
CH｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

裸錠 薄桃 無 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0807発売

糖衣錠 白 無 ｾｵﾉﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0712本体ｺｰﾄﾞ追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ50ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0606ﾒﾙｸﾎｴｲのみ中止
000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/象牙 ﾉﾝﾌﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾁﾉﾘｼﾞﾝ 50mg 長生堂製薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､
吉富薬品

鎮痛･抗炎症剤 0006中止 9712本体，ﾋｰﾄ
変更(製造元変更)

裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾀｿﾞﾅ錠50)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 無 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛﾀｿﾞﾅ錠
100)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 04頃中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 0703中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠

100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製

薬，田辺製薬販売
血管拡張性β 1遮断薬 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠
100mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(090925ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ

塩酸塩錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

血管拡張性β 1遮断薬 0909商品名変更(前:ｾﾚﾌﾟ
ﾄﾛｰﾙ錠200mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(0909ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩
酸塩錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

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

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠
50mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾚﾙﾀｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 長生堂製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(090925ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯ
ﾄ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬
とﾋｰﾄ異なる

糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ

精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0608ﾋｰﾄ裏
記号(10mg)追加

20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売，ﾏｲﾗﾝ製薬
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬 統合失調症治療剤 0811中止 田辺三菱製薬

とﾋｰﾄ異なる
糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-三菱ｳｪﾙ

ﾌｧｰﾏ･吉富薬品
精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0309迄) 9710販売

糖衣錠 白 無 ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬

統合失調症治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 長生堂とﾋｰﾄ
異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載(商品名変更
に伴い，前:塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠4mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠4mg｢CH｣ 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 長生堂製薬 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

旧品名(080704ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠4mg｢CH｣に変
更)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
CH｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬）

080704収載

裸錠 黄白 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠5mg「ﾀﾅﾍﾞ｣に変

裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
5mg)，ﾋｰﾄ若干変更

裸錠 淡黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
10mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
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20
裸錠 薄橙黄 有 ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(101119ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ

塩酸塩錠20mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠20mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

持続性Ca拮抗降圧剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾛｽﾋﾞｯﾄ錠
20mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

広範囲経口抗菌製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠
100mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘﾋﾞｹﾞｯﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌製剤 旧品名(090925ｵﾌﾛｷｻｼﾝ
錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌｫﾙﾍﾞﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

尿失禁･頻尿治療剤 050708収載

150mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠150mg ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬 酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ

ﾄﾞ系抗生剤
旧品名(090925ﾛｷｼｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 050708

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

酸安定性･持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾄﾞﾘｯﾄﾞ錠
150mg)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

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

ｼﾝとして）
長生堂製薬-田辺製薬販
売

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

2
裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾒｿﾞｼﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ

ｼﾝとして）
長生堂製薬-田辺製薬販
売

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

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

糖尿病食後過血糖改善
剤

050708収載

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

糖尿病食後過血糖改善
剤 0.3mg)削除(表はまだ有

り) 050708収載
裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠

15mg｢CH｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
気道潤滑去痰剤 旧品名(100528ｱﾝﾌﾞﾛｷ

ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更) 0903ﾏｲﾗﾝ製

裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

気道潤滑去痰剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ
塩酸塩錠15mg｢CH｣)，ﾋｰ
ﾄ若干変更

裸錠 白 有 ｺﾃﾞｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢CH｣
に変更) 0802販売会社社
名変更(前:ﾒﾙｸ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0405中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾚﾒｶﾞｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 持続型ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0809中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ100ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢CH｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗精神病剤 070706収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0201まで) 010706
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢CH｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

抗精神病剤 070706収載
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢CH｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

旧品名(091113ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼ
ﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟ
ﾛｷｾﾁﾙ錠100mg｢CH｣)，
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢CH｣ 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠400mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

H2受容体拮抗剤 0905発売

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠75mg｢CH｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠100mg｢CH｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

CH｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

200mg
裸錠 白 有 ｱﾆﾙｰﾒ錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
解熱鎮痛剤 030704収載

裸錠 白 無 ｱﾆﾙｰﾒ錠300mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 300mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

解熱鎮痛剤 050708収載

80
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾗﾌｧﾋﾟﾉﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 長生堂製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0809中止

糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

H2受容体拮抗剤 030704収載

糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

H2受容体拮抗剤 030704収載

糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢CH｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｶﾙﾐﾝ錠)，ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ変更

YMC25mg
糖衣錠 白 無 ﾒｶﾙﾐﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 長生堂製薬 抗めまい剤 旧品名(080620ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ

ﾙ塩酸塩錠25mg｢CH｣)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0403承継(三
菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
CH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢
CH｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

旧品名(101119ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄ
ﾝ錠25mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿・降
圧剤

101119収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠
25mg)，ﾋｰﾄ若干変更

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢
CH｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢CH｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

長生堂製薬-田辺製薬販
売

高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

101119収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾙｺﾙﾅｰﾄ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾙｺﾙﾅｰﾄ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 長生堂製薬 持続性消炎･鎮痛剤 0809中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢CH｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾞ
ﾚｯﾄ型)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢CH｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾐｴﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 長生堂製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9710中止 960705収載

200mg 200
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾛｻｼﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 旧品名(090925ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻ

ｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0304製
造発売変更（新日本薬品

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ錠200mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬-田辺三菱製
薬，田辺製薬販売

広範囲経口抗菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾌﾛｻｼﾝ錠
200)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 有 ﾒﾄﾛﾏｲﾝ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 長生堂製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0408中止 010706収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾎﾞｷｼﾛﾝ錠100mg ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

1009中止 050708収載

裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠5mg｢ﾁｮｰ
ｾｲ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，
田辺製薬販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾗﾁｵﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 長生堂製薬・ﾒﾙｸﾎｴｲ HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝNa錠5mg「ﾁｮｰｾｲ」)

裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNａ錠10mg｢
ﾁｮｰｾｲ｣

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 長生堂製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬，
田辺製薬販売

HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠

5mg｢CH｣
ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ，田辺製薬販売
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0712商品名変更(前:ﾚﾅﾍﾞ
ﾘｯｸ錠5)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣

ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬-日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ，田辺製薬販売

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0712商品名変更(前:ﾚﾅﾍﾞ
ﾘｯｸ錠10)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾌﾞﾚﾏﾗｰﾄ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 広範囲経口抗菌剤 0809中止
裸錠 白 有 ｼﾛﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 長生堂製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
0704中止 050708収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾌﾄｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ､ｳﾗｼﾙ 100mg，
224mg

長生堂製薬-ﾔｸﾙﾄ本社 抗悪性腫瘍剤 0110中止 980710収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾀﾞｲﾀﾘｯｸ錠60mg ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 60mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

持続型ﾙｰﾌﾟ利尿剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
990709収載

CHL ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄～黄褐 無 ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，日医工

抗ﾘｳﾏﾁ剤 0807販売元変更(前:ﾃｲｺ
ｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 0201ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾅﾋﾟｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売，ﾏｲﾗﾝ製薬

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0608ﾋｰﾄ裏
記号(10mg)追加

μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾗﾘｰﾄﾞ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 長生堂製薬-田辺製薬販
売

経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

旧品名(100528ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏ
ｲﾗﾝ製薬中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾆｻﾞﾃﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 長生堂製薬 H2受容体拮抗剤 020705収載
裸錠 白 無 ﾒｸﾞﾘﾝ錠 ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ 100mg 長生堂製薬 血行改善剤 旧品名(090925ﾍﾌﾟﾛﾆｶｰﾄ

錠100mg｢CH｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 0612中止 0303本体ｺｰﾄﾞ･
ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ H2受容体拮抗剤 0808中止 0806製造販売
元変更(前:日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬) 0302ｺｰﾄﾞ変更
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裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0302頃
ｺｰﾄﾞ，本体形状変更

裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0908中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝｾﾛﾝ錠8mg 塩酸ｲﾝｼﾞｾﾄﾛﾝ 8mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾔｸﾙﾄ本
社

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 040618
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

経口蛋白分解酵素阻害
剤

9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

徐放性不整脈治療剤 9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0302頃
ｺｰﾄﾞ，本体形状変更

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0404中止 0210ﾋｰﾄ変更
9712ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9604社名変更

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ｺﾀ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0404中止 0211ﾋｰﾄ変更
DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞｸﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg ｴﾑｴﾌ 徐放性非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎

鎮痛剤
旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 大興の
ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿ
ｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾛｽﾃﾞﾝ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 切迫流･早産治療剤 9905中止 960705収載
BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

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

ﾝとして)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705

収載
IM 2 裸錠 白 無 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

IM 4 裸錠 白 有 ｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大興製薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

9908中止 大洋のｾﾚｶﾞｽﾛ
ﾝ錠4(ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ)
とｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾎﾞﾌﾞｽｰﾙ錠25 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ｴﾑｴﾌ 精神安定･抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9706
ﾋｰﾄ変更

裸錠(花型) 淡赤 有 ｸﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg ｴﾑｴﾌ 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9708変
更

LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 旧品名(0911ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸
塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 9807

変更 9709ﾋｰﾄ変更，裏一
般名記載(ｶﾀｶﾅ)

L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 9710
ﾋｰﾄ変更
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L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾆﾌｪﾌﾟﾗﾝL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｴﾑｴﾌ 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9807まで) 97ﾋｰﾄ
変更

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

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

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

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

変更 9712ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

M F 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0501中止 9807製造元，

一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
MF 301 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9708本

体，ﾋｰﾄ変更
325 糖衣錠 淡黄 無 ﾗﾊﾞﾃﾗﾝ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9807中止 9712ﾋｰﾄ変更
332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺｽﾓﾍﾞｯｸ錠 ｴﾑｴﾌ 前立腺肥大症治療剤 9808中止 9708ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg ｴﾑｴﾌ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9706ﾋｰﾄ
変更

A 25:FJ FJ A25 裸錠 白 無 ｱﾛｾﾘﾝ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 富士製薬工業 前立腺肥大症治療剤 0710中止
FJ 02 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 0108本体

刻印(FJ02)，割線入
腟錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(04頃迄) 01商品

腟錠 白 無 ｴﾙｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌製剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 0108商品

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄澄明 ﾊﾟｰｼﾞｪﾘｰｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 富士製薬工業 EPA製剤 0012中止 980710収載

FJTF:30mg 裸錠 白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠30mg｢F｣ 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg 富士製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠F)

裸錠 白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠F 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9607商品

FJTB:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 富士製薬工業 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0609迄) 0112ﾋｰﾄ
裏商品名記載，ｺｰﾄﾞ削除
010907収載(品名変更)

FJTJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
錠0.125mg｢F｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 富士製薬工業 子宮収縮止血剤 0806商品名変更(前:ﾏﾚｲ
ﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠F)

腟錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(04頃迄) 01商品

FJ H02 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

FJ H03 裸錠 白 有 ﾊﾙﾌﾞﾗｯｾ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 富士製薬工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

9905中止 960705収載

裸錠 白 無 ﾊｲｾﾁﾝ腟錠 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗生物質(非特異的腟炎) 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 0112ﾋｰﾄ
変更

I 200:FJ 裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾄﾌﾗﾎﾞﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 富士製薬工業 骨粗鬆症治療剤 9904中止 970711収載
FJ 250 腟錠(裸錠) 白 無 ｱｽｿﾞｰﾙ腟錠250 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 1005中止 020705収載

HFT2.5 2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ2.5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0303ﾋｰﾄ表2.5mg追加
9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

HFA5 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾑﾉﾊﾞｰﾙ5mg錠 ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ca拮抗剤 0302ﾋｰﾄ表5mg追加 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
950317収載

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾗｸｰﾙ薬品販 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止 940708収載
μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｱﾙｶﾙﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 東海ｶﾌﾟｾﾙ-ﾗｸｰﾙ薬品販 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 中止 940708収載
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EA 裸錠 白 無 ｴﾘｽﾄ･ｴｰｽ 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 三亜製薬 平滑筋鎮痙剤 9612中止 9409ﾋｰﾄSP-
>PTP変更に伴いｺｰﾄﾞ化

糖衣錠 白 無 ｸｰﾙﾚﾊﾞ錠 肝臓加水分解物 100mg 三亜製薬 肝臓障害用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで) 9410記
号変更

TRD 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 三亜製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性治療剤 9612中止 9412承継
裸錠 黄又は淡黄

褐
無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠剤 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ

酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ
17.5mg，
232.5mg

三亜製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9612まで)
9409SP->PTP変更に伴
い記号も変更

N301 81mg 裸錠 淡橙 無 ｱｽﾌｧﾈｰﾄ錠81mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 中北薬品 抗血小板剤 旧ｺｰﾄﾞ(01頃迄) 001124
収載

裸錠 白 無 ｹﾞﾙｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大洋薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 0211中止 9907本体変更

裏一般名記載
TPD 173 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 9408本

体刻印
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧本体(98まで) 9801ﾋｰﾄ

変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾙｶﾞﾆﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(9510まで) 9411本

体刻印
DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0501

頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ表->裏
等) 0105ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡橙 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mg)

DLZ PTM-30 234 裸錠 白 無 ﾊﾟﾚﾄﾅﾐﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ｴﾑｴﾌ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9809本体

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾛｽﾃﾞﾝ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 切迫流･早産治療剤 9905中止 960705収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし

て)
ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9603社

名変更 950707収載
裸錠 白 無 ﾒﾆｴﾄｰﾙ ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大洋薬品工業 平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ

変更 9407本体刻印
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲA錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ

ｳｺｴｷｽ
37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 940708収
載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｰﾀﾞｲA錠)

裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 010831中止，ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mgに切り替え 9805ﾋｰ
ﾄ変更

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

載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9601

ﾋｰﾄ裏変更 94本体刻印
114 錠剤 淡橙 無 小児用ｱｽﾌｧﾈｰﾄ錠 中北薬品 解熱鎮痛剤 0010中止 990709収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
PZD-30 271:PZD-30 271 裸錠 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9410本体刻印
裸錠 白 無 ｱﾍﾟｾﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 0303中止 960705収載
裸錠 白 無 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ錠25mg｢

KOBA｣
ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 小林薬学工業 前立腺肥大症治療剤 中止 980710収載
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EPX-10 158 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9411本
体刻印

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

1012中止

t 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0910中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 大洋薬品工業 消化器機能異常改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9606本

体，剤型変更 96ﾋｰﾄ変更
BHX 裸錠 白 無 ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9408本

体刻印 9404ｴﾑｴﾌ製剤
から承継

LTL 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9603社
名変更 9407本体刻印

AZL 裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9408本
体刻印 920206商品名変
更

裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:水溶性ｱｽﾞﾚﾝ
錠｢ﾀｲﾖｰ｣)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 0912中止 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

変更
t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0208

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803本体変更 9207収載

裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄) 0403
販売（前：ﾌﾟﾚﾛﾝ錠）

t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗めまい剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0110ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9804本体，剤型変
更 7804収載

t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧品名(090925ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

裸錠 黄 有 ｽﾘﾀﾞﾆｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 02頃中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 無 ﾒﾆｴﾄｰﾙ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大洋薬品工業 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆｴﾄｰﾙ)
0101ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9712本体，ﾋｰﾄ変更
7609収載

t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(080620ﾎﾓｸﾛﾙｼｸ
ﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣に変更)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 鎮痛・抗炎症剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ)
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9703本体，ﾋｰﾄ変更
7804収載

t 138 裸錠 白 有 ﾃﾞﾆｽﾊﾟﾝ錠 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 重症筋無力症・排尿障害
治療剤

旧品名(080620ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ
臭化物錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 9812本体変更 9802ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 8406収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾙﾋﾞﾙ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0407ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏他) 990709収載，
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 940708
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 9905中止 9708本体，ﾋｰﾄ
変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 0801ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧品名(080620ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業･田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収載
(商品名変更に伴い，前:
ﾑｺﾄﾛﾝ錠)

t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(090324ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠
200mg「ﾀｲﾖｰ｣に変更)
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠)

t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧品名(0806ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐
放錠150mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変

裸錠 白 無 ｹﾞﾙｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大洋薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 0211中止 9907本体変更

裏一般名記載
t 269 裸錠 白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 旧品名(0909ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢

酸ｴｽﾃﾙ錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0209頃迄) 0002

990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

裸錠 緑 無 ﾊﾟﾝﾃﾘﾝ錠 大洋薬品工業 胃･十二指腸潰瘍，胃炎
治療剤

0303中止 98本体ｺｰﾄﾞ化
970711収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/褐 ｱｴﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･高脂質血
症改善剤

0807中止

裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学
研究所，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg「ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0406ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS錠 大洋薬品工業-三菱ｳｪﾙ
ﾌｧｰﾏ､吉富薬品

前立腺肥大症治療剤 0203中止 980710収載

t 299 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS配合錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｻﾒｯﾄS錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｺｻｴｰﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0012中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ
ｾﾞ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

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

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

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大洋薬品工業 気管支喘息･脳血管障害
改善剤

9905中止 980710収載

裸錠 黄 有 ｱﾑﾎﾀｲｼﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 大洋薬品工業 抗真菌性抗生物質製剤 9909中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更

31 / 191 ページ



徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

TI50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒﾘｱｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬-富士ｶﾌﾟｾﾙ 不整脈治療剤 9901中止 940708収載

TI100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒﾘｱｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬-富士ｶﾌﾟｾﾙ 不整脈治療剤 99中止 940708収載
TI 101:TNL TI101 裸錠 白 有 ﾄﾆｰﾙ錠10μ ｇ 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ ｇ 原沢製薬工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
持続性気管支拡張剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾆｰﾙ錠)
TI102 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

球形)
淡黄白 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄)，承継に

伴い(ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽへ) 0104
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載

TI103 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

淡紅 ｶﾙｼﾀﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄)，承継に
伴い(ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨｸｽへ) 0104
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾒﾀﾗｲﾄ250ｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾄﾘｴﾝﾁﾝ 250mg ﾂﾑﾗ ｳｨﾙｿﾝ病(D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝに
不耐性である場合)治療

940826収載

NR10：NR10 裸錠 白 無 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠10 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選
択性阻害剤

0409中止 931126収載 割
線に見える模様あり

NR5 裸錠 白 有 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選
択性阻害剤

0409中止

NR2.5 裸錠 白 無 ﾉﾊﾞﾛｯｸ錠2.5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素選
択性阻害剤

0409中止 0207ﾋｰﾄ変更
931126収載

TC138 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾐﾘﾀﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 9503中止 9306変更
TC 140 TC140 90mg:TC140 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾐﾘﾀﾞｼﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 90mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9702ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC 151 TC151 75mg:TC151 裸錠 白 有 ｼﾞｿﾍﾟｲﾝ錠75 ﾓﾌｪｿﾞﾗｸ 75mg 大鵬薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 9608中止 940826収載
TC 271:10 TC271 10mg:TC271 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9703ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC 272:20 TC272 20mg:TC272 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大鵬薬品工業 尿失禁･頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 97ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TC440 TC440 50mg:TC440 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ50 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 50mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 95ﾋｰﾄ裏変

更 950317収載
TC441 TC441 100mg:TC441 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100 ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大鵬薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9509ﾋｰﾄ

裏変更 950317収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄

白
ｻﾝﾌﾗｰﾙS ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0407ﾋｰﾄ変更

0310社名変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/無透

明
ﾌﾟﾛｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9702中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄 ﾄｷｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 旭化成 代謝性強心剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾁﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 旭化成工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9301中止 900713収載
KB-S1 KB-S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 0008ﾋｰﾄ

KB-S2 KB-S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤 削除 9612ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
RY RY 7.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-日医工 睡眠障害改善剤 1009販売元変更(前:ｻﾉﾌｨ

ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ)
RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ

ﾄﾞ
睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
RY RY 10：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒

状)
白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 睡眠障害改善剤 旧ﾋｰﾄ(0504迄)，ｱﾓﾊﾞﾝ錠

7.5(ｺｰﾄﾞが同じRY)との識
別性向上

RY ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(棒
状)

白 有 ｱﾓﾊﾞﾝ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ-ｳｪﾙﾌｧｲ
ﾄﾞ

睡眠障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0006迄) 9706ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

RY-11.A.50 RY-11.A.50：50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾅﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ-中外製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0508中止 0212ﾋｰﾄ表ｺｰ
ﾄﾞ追加

RY-21.A.100 RY-21.A.100 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
100mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0302ﾋｰﾄ変更

Slo-bid 100mg UPJOHN Slo-bid 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売
社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
Slo-bid 100mg Slo-bid 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100)
RY-11.B.150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透

明
ﾒﾅﾐﾝSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ･中外製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤

削除) 97ﾋｰﾄ変更
(MenSR150削除)

HC180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg 北陸製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9610ﾋｰﾄ
裏変更

HC186 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9804ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HC187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9703ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

RY-21.A.200 RY-21.A.200 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｾﾀﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0802ﾋｰﾄ変更(ﾋｰﾄ表
200mg追加等) 0801販売
元変更(前:中外製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

Slo-bid 200mg UPJOHN Slo-bid 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0402迄) 0304販売
社名変更（統合に伴い）

9609販売元社名変更
Slo-bid 200mg Slo-bid 200mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｻﾝﾄﾞ・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾙｷﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 長生堂製薬 尿路感染症用抗菌剤 0602中止 00ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 980710収
硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｱﾝﾄﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 長生堂製薬 胃潰瘍治療剤 0809中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｸﾚｽｴﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

EPA製剤 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹｲｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 長生堂製薬 気管支喘息改善剤 0005頃中止 980710収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ100ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 長生堂製薬-田辺製薬販

売
粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0903ﾏｲﾗﾝ製薬中止 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｽﾌｧﾙｺ50ｶﾌﾟｾﾙ ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

粘膜保護･組織修復，胃
炎･胃潰瘍治療剤

0606ﾒﾙｸﾎｴｲのみ中止
000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(090925ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ

塩酸塩錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 長生堂製薬 血管拡張性β 1遮断薬 旧品名(0909ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩
酸塩錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
裸錠 白 有 ﾗｲｾﾙﾃｯｸ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 長生堂製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0909ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠

30mg｢CH｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ 0903ﾏｲﾗﾝ製薬中

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ﾙﾒﾝﾀｰﾙ ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 長生堂製薬 鎮痛･消炎･解熱剤 98中止
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裸錠 微紅 有 ﾛｷﾌﾗﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 長生堂製薬･ﾏｲﾗﾝ製薬 鎮痛･抗炎症解熱剤 旧品名(080620ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ
ｸ

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
5mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾃﾛｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 長生堂製薬 持続性Ca拮抗剤 0809中止
裸錠 薄桃 有 ﾚﾅﾍﾞﾘｯｸ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 長生堂製薬・日本ｼﾞｪﾈﾘｯ

ｸ
持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧品名(0712迄，新品名:
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
10mg｢CH｣)，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞも変

裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠50mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

裸錠 白 無 ﾛﾀｿﾞﾅ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 長生堂製薬 抗血小板剤 旧品名(090925ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 04頃中止 000707収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾊﾟﾌｰﾙ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg 長生堂製薬 不整脈治療剤 0703中止
裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0602迄) 0510

製造販売元変更(前:大正
製薬) 0011ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

100 100mg∧ 裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 0602ｺｰﾄﾞ変更
裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠200 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 200mg 大正製薬 不整脈治療剤 9503中止 920828収載
糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟ錠 塩酸ﾚﾌｪﾀﾐﾝ 25mg 参天製薬 筋肉痛治療剤 9511中止 9302変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝｼｸﾗﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 参天製薬 脳･末梢血流改善剤 9602中止 9301ｺｰﾄﾞ化

ﾁｵﾗ 100 糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧ﾋｰﾄ(0310迄) 9809本体
変更

糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧本体(9809まで) 9704
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠50 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 50mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

9805中止 9301変更

糖衣錠 白 無 ﾄﾘｿﾗﾚﾝ錠 ﾄﾘｵｷｼｻﾚﾝ 5mg 参天製薬 尋常性白班治療剤 9608中止 9307色変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢ｻﾝﾃﾝ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 参天製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9605中止 9310変更
裸錠 橙黄 無 ﾒﾛﾆｰﾙ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 参天製薬 血管強化･止血剤 9507中止 9303変更

糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 9209変
更

ﾘﾏﾁﾙ 100 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠100mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ
ﾏﾁﾙ） 9703本体変更，ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 920529
収載

ﾘﾏﾁﾙ 50 糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ錠50mg ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 030704商品名変更（前：ﾘ
ﾏﾁﾙ50） 9710本体変更，
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾒﾄﾚｰﾄ：2 mg 裸錠（長円形） 淡黄 有 ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg 参天製薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤
040709収載

O.S AB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾌﾛﾊﾞﾛﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 筋緊張性疾患治療剤 9809中止 920710収載
O.S DN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｲﾘﾄﾞﾘﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 消化管運動改善剤 9910中止 960705収載
O.S EL O.S-EL 250mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾀｸﾚｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 高脂血症治療剤 1005中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾀｸﾚｰﾄ錠)

O.S OT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｵｰﾒｯﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 経口蛋白分解酵素阻害 9810中止 960705収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｿﾘｱﾙﾑ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9710中止 960705収載
O.S DR 裸錠 白～微黄白 無 ﾀﾞｲﾗｯｸｽ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経調整剤 9804中止 940708収載
O.S TK O.S-TK 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘｷﾉｼﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 消化管運動調律剤 0907中止 0807販売元変

更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)
O.S-HT10 10mg:10 10mg 糖衣錠 橙 無 ﾊｰﾄｼﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 代謝性強心剤 0711中止

O.S P O.S-P 2.5mg：2.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟｺｽﾛﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ-日医工 緩下剤 0907中止 0807販売元変
更(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.S BH O.S-BH 裸錠 白 無 ﾋﾞﾍﾙｽ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0907中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

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

O.S MZ O.S-MZ 3mg：3mg 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒｷﾀｾﾞﾉﾝ錠)

O.S A0.5 O.S-A0.5 0.5mg:0.5 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

O.S A1.0 O.S-A1.0 1.0mg:1.0 1.0mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾛﾌｧﾙﾑ錠1.0 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

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

9901中止 960705収載

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

9812中止 960705収載

TF 04 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝﾌﾞﾚﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載

耳:TMG-25mg
糖衣錠 白 無 ﾁｱﾐﾉｹﾞﾝ(糖衣錠)25mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 25mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経賦活剤 9504中止 9409ﾋｰﾄ表裏

をｺｰﾄﾞ化
O.S M25 O.S-M25 25mg:25 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

耳:TMG-50mg
糖衣錠 白 無 ﾁｱﾐﾉｹﾞﾝ(糖衣錠)50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 太田製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ 自律神経賦活剤 9504中止 9409ﾋｰﾄ表裏

をｺｰﾄﾞ化
O.S M50 O.S-M50 50mg:50 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾛﾍﾞｸﾄ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾃｲｺｸ
ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄ表
面には月→日の表示有り

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾘﾄﾞｾﾗﾝ錠 中外製薬 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB剤 0509より大洋薬品工業販
売へ 旧ﾃﾞｰﾀ，ｺｰﾄﾞ

C-31A 10 C-31A･10 10:10 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

C-31A 20 C-31A･20 20:20 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

C-24A C-24A 糖衣錠 白 無 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ 5mg 中外製薬 抗甲状腺剤 0612商品名変更(前:ﾒﾙｶ
ｿﾞｰﾙ錠) 0301ﾋｰﾄ表ｺｰﾄﾞ
追加 0110製造元変更
(前:ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ)

C-31A 30 C-31A･30 30:30 糖衣錠(腸溶
錠)

白 無 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 中外製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 020705収載(商品名変更
前:ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠)

C-31C C-31C 500:500 糖衣錠 赤 無 ﾄﾞｾﾗﾝ錠500μ g 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg(ﾋﾄﾞﾛｷ
ｿｺﾊﾞﾗﾐﾝとし
て)

中外製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0903中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞｾﾗ
ﾝ錠)

MPI405 裸錠 白 有 ﾀｽｵﾐﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 三井製薬工業 乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0010頃迄)
900713収載

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾐｹﾄﾘﾝ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 三井製薬工業 抗うつ剤 0012中止 98ﾋｰﾄ裏記号
(MPIMK25)削除，商品名
記載
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MPI MK50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾐｹﾄﾘﾝ錠50 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 50mg 三井製薬工業 抗うつ剤 8807中止
100 耳:FH100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 FH錠｢三井｣100 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 100mg 三井製薬工業 抗悪性腫瘍剤 9910中止
200 耳:FH200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 FH錠｢三井｣ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 三井製薬工業 抗悪性腫瘍剤 9910中止

糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰﾙ錠 臭化ｴﾁﾙﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 10mg 日本新薬 鎮痙剤 0703頃中止
糖衣錠 淡紅 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9707ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ｽﾊﾟﾈｰﾄ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日本新薬 胆･膵･尿路痙縮緩解剤 0606中止 0208ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載 9809ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削
除，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠)
0502剤形変更(旧：糖衣
錠)，本体色変更

糖衣錠 帯黄白 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠(2mg) ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 2mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

糖衣錠 赤橙 無 ｱﾐﾋﾟﾛ-N錠 日本新薬 鎮痛解熱剤 0104中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

裸錠 白 無 ﾗﾙｷﾞﾝ錠 ﾌｪﾆﾙｱｾﾁﾙｸﾞﾘｼﾝｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾄﾞ

150mg 日本新薬 鎮痛剤 9512中止

糖衣錠 緑 無 ﾏﾛｹﾞﾝ錠135mg ｱｶﾒｶﾞｼﾜｴｷｽ 135mg 日本新薬 胃腸機能調整剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾛｹﾞﾝ錠)

糖衣錠(楕円
形)

淡黄 無 ｲﾘｺﾛﾝM配合錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ､ｱｶﾒｶﾞ
ｼﾜｴｷｽ

1.5mg，70mg 日本新薬 ｽﾄﾚｽ胃腸病治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾘｺﾛﾝM錠)

糖衣錠 淡黄 無 ﾌｪﾙﾋﾞﾃﾝ錠12.5mg ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 日本新薬 唾液分泌促進，肝･胆疾
患利胆剤

0911中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｪﾙ
ﾋﾞﾃﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠SG 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ

糖衣錠 白 無 ｱﾝﾀﾞﾉｰﾙ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 日本新薬 血圧降下剤 0006中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾌｪﾀﾞﾉｰﾙ 12.5mg 日本新薬 中枢性鎮咳剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏
商品名記載 9704ﾋｰﾄｺｰ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日本新薬 脳循環改善剤 9904中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｻﾝﾄﾆﾝ錠(日本新薬) ｻﾝﾄﾆﾝ 20mg 日本新薬 回虫駆除薬 0307中止 9803ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1105ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

Pfizer:CDT 255 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(三角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠1番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

Pfizer:CDT 251 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠2番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

Pfizer:CDT 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（六角
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠3番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
5mg(ｱﾄﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載

Pfizer:CDT 051 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形)

白 無 ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠4番 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ，ｱﾄ
ﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和
物

5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)，
10mg(ｱﾄﾙﾊﾞ
ｽﾀﾁﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性Ca拮抗薬/HMG-
CoA還元酵素阻害剤

090904収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/青緑 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1009ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/青 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ4mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 過活動膀胱治療剤 1010ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PT N06:10
mg OD

裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

PT N03 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

PT N04:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

淡黄 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

1012ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加

PT N05:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 10mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧症･狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬

101119収載

Pfizer:VGR25
25

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠25mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 25mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 1108ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

Pfizer:VGR50
50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ひし
形)

青 無 ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ錠50mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 50mg(ｼﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 勃起不全治療剤 1102ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

pfizer PGN 150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 150mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

pfizer PGN 25 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

pfizer PGN 75 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤褐/白 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 75mg ﾌｧｲｻﾞｰ 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

100611収載

PT 641 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠 ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ
ﾙとして)

ﾃｲｶ製薬-ﾌｧｲｻﾞｰ 広域駆虫剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(佐藤製薬へ) 03頃
ﾋｰﾄ変更

PT F29 裸錠 白 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9712ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠25万単

位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1003迄)

060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B溶性錠)

PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(92まで)
PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9110中止
PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9102変更

PT N01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N01追加
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9508

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9203変更

5:PT N02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 1102ﾋｰﾄ裏PT N02追加
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載 9107
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 0304社名変更（統合に伴

い） 9701ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1105迄)
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PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ 非麻薬性鎮咳剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠)

PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和性心安
定剤

9805中止 9511PTP包装
のみ中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載

C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9111変更

PT F20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
PT F29 裸錠 白 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
Pfizer:RVT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾁｵ錠20mg ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 20mg(ｼﾙﾃﾞﾅ

ﾌｨﾙとして)
ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ5阻害薬 080418収載

PT F21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾌｧｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9805中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 9509

ﾋｰﾄ裏商品名記載
PT F36 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 95ﾋｰﾄ

裏商品名記載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 9805中止 9702ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304

大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304
大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ 鎮痛･抗炎症剤 0304社名変更（統合に伴
い） 大正富山とﾋｰﾄ異な

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 消炎鎮痛剤 0707中止 98製造元変更
9804ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止 9508ﾋｰﾄ裏商
品名記載 9204変更

PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄白 ｼﾞｽﾛﾏｯｸｶﾌﾟｾﾙ小児用
100mg

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 100mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

0304社名変更（統合に伴
い） 000531収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 9805中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9102変

Pfizer:ZTM250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 250mg(ｱｼﾞｽ
ﾛﾏｲｼﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 15員環ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

0304社名変更（統合に伴
い） 000531収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

0:PT 324 裸錠 白 有 ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｺｰﾄﾘﾙ錠)

PTU02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾕﾅｼﾝ錠375mg ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1012迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾅｼﾝ錠)
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PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品
名記載 9105変更

PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 9805中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

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

2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0607中止 0304社名変更
（統合に伴い）

PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9508
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1101迄)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

1101ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

PT 542 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9510
ﾋｰﾄ裏商品名記載 9109

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
て)

ﾌｧｲｻﾞｰ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾗｯｸｽ-
P(50mg)) 0304社名変更
（統合に伴い）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0701ﾋｰﾄ裏記

0301販売
RA50 50:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 060701
販売元変更(前:ﾊﾞｲｴﾙ薬
品)，ﾋｰﾄ変更 杏林製薬
のものとﾋｰﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0610ﾋｰﾄ裏記

0301販売
RA75 75:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ｺｰﾄﾞ(0808迄) 060701
販売元変更(前:ﾊﾞｲｴﾙ薬
品)，ﾋｰﾄ変更 杏林製薬
のものとﾋｰﾄ異なる

ﾄﾛｰﾁ剤 白～微黄白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞﾄﾛｰﾁ10mg ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 口腔ｶﾝｼﾞﾀﾞ症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞﾄﾛｰﾁ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠 ｽﾙﾁｱﾑ 200mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 旧ﾃﾞｰﾀ，0110承継(共和
薬品工業へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.1mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.3mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.3mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0108中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄ錠 ｽﾙﾁｱﾑ 50mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 旧ﾃﾞｰﾀ，0110承継(共和
薬品工業へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）  900420収

5mg:AstraZeneca
ZNC220-N5

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

LEVITRA 5:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠5mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

5mg（ﾊﾞﾙﾃﾞﾅ
ﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

帯赤灰 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載，記号(AO10)削除

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0201ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），記号(BY
A10)削除等

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘｸﾚｲﾝ錠10単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10単位 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 循環系作用酵素製剤 0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ） 010907収載
(規格表示変更)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
N10)削除 920529収載

10mg:AstraZeneca
ZNC220-N10

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 持効性Ca拮抗剤 0204販売一本化(ﾊﾞｲｴﾙ
薬品)，中止

LEVITRA 10:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠10mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

10mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして）

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 040423承認，ﾋｰﾄ裏商品
名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.15mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0512錠剤小型化 0108本
体色変更(前:微赤)，ﾋｰﾄ
変更，裏記号(AO20)削除

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
A20)削除等

LEVITRA 20:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾚﾋﾞﾄﾗ錠20mg 塩酸ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ水和
物

20mg（ﾊﾞﾙﾃﾞ
ﾅﾌｨﾙとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 勃起不全治療剤 070524承認

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤褐 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠40mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0906錠剤小型化 0108ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載，
記号(AO40)削除

裸錠 白～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 931126収載

裸錠 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 食後過血糖改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧剤型
(0805迄) 0107ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更 裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾈｸｻﾊﾞｰﾙ錠200mg ﾄｼﾙ酸ｿﾗﾌｪﾆﾌﾞ 200mg(ｿﾗﾌｪ
ﾆﾌﾞとして)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗悪性腫瘍剤/ｷﾅｰｾﾞ阻
害剤

080418収載

裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙ ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 50mg， 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止
裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙL ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰ

ﾙ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ
50mg，
50mg，50mg

吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止

1C:75μ ｇ 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.075mg->75
μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75)

P6:0.125mg 裸錠 白 無 ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠0.125mg 塩酸ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ水和
物

0.125mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
治療剤，ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症
候群治療剤

031212収載

1P:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050927三共は販売終了
0204ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0303迄) 9711ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)
9706ﾋｰﾄ変更

1B：5mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更
2P:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 050927三共は販売終了

0204ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで)
05E:5mg 裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 0812商品名変更(前:ｴﾎ

ﾁｰﾙ錠)
裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄)
錠剤 淡黄 無 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠5ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤

元変更に伴い(前:第一三
共)

裸錠 白 有 ﾗｷｿﾅﾘﾝ錠 酢酸ﾋﾞｿｷｻﾁﾝ 60mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 緩下剤 9410中止 8908本体変更
裸錠 白 有 ｱﾛﾃｯｸ錠 硫酸ｵﾙｼﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 喘息治療･気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで)
錠剤 淡黄 有 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤

元変更に伴い(前:第一三
共)

裸錠 黄 有 ﾊﾞｽｸﾗｰﾄ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 血管拡張剤 9612中止
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)

9706ﾋｰﾄ変更
12C:10mg 裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0306ﾋｰﾄ変更
13C:0.25mg 口腔内崩壊錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 020705収載
13A：0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠)
裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9806ﾋｰﾄ

変更
15C：150μ g 裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠150μ g 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧症治療剤 0701ﾋｰﾄ裏0.150mg->150

μ g，商品名変更に伴い
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠)
0305ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 0009製造
元変更 9701社名変更

15M:15mg 裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｻｰﾙ錠)

錠剤 白～微黄 無 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

錠剤 白～微黄 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9708ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄)
裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 960614収

載
103:0.4mg 裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 50mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

091113収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 日本新薬 前立腺癌治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

KB-S1 KB-S1 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ100 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 100mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0104迄) 0008ﾋｰﾄ

KB-S2 KB-S2 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｸﾄﾗｰﾙ200 塩酸ｱｾﾌﾞﾄﾛｰﾙ 200mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤 削除 9612ﾋｰﾄ裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠150mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質

製剤
0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質
製剤

0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

SQUIBB 430
100mg

裸錠 黄 有 ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝ内服錠100mg ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗真菌
性抗生物質製剤

0707中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｧﾝ
ｷﾞｿﾞﾝ内服錠) 0211ﾋｰﾄ表
SQUIBB， 100mg追加，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐
帯)

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-R ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)，第一
三共と同じになった 第一
三共のものとﾋｰﾄ異なる

SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ・ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)第一三
共と同じﾋｰﾄへ変更 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共-ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ

ﾚﾆﾝ・ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄ(0706頃迄)第一三
共と同じﾋｰﾄへ変更 0704
社名変更(統合に伴い，
前:三共)

S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞｸﾀﾞｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 本草製薬 広範囲抗菌剤 04頃中止 980212承認
丸剤 黒褐 無 ｳﾁﾀﾞの八味丸M ｳﾁﾀﾞ和漢薬 漢方製剤
裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

Th 111 Th111 LTC:LTC 裸錠 白 有 ﾗｲﾄｺｰﾙ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 睡眠導入剤 9808中止 9306本体ｺｰﾄﾞ
化 920710収載

Th 131 Th131 CRC100:CRC100 裸錠 薄紅 有 ｶﾙｺｰﾊﾟ錠100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 94ﾋｰﾄ
変更 920710収載

Th 151 Th151 ZPT25:ZPT25 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
920710収載

Th 152 Th152 ZPT50:ZPT50 糖衣錠 白 無 ｿﾞﾋﾟﾃ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神分裂病治療剤 9808中止 920710収載
Th 161 Th161 TP:TP 裸錠 白 有 ﾄﾘﾌｪｼﾞﾉﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで)
Th 174 Th174 SR50T:SR50T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神情動安定剤，胃･十

二指腸潰瘍治療剤
9808中止

Th 175 Th175 SR100:SR100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
Th 176 Th176 SR200:SR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神･情動安定剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
Th 180 Th180 CLP50 50:CLP50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで) 920710

収載
Th 223 Th223 HGT:HGT 裸錠 白 無 ﾊｲﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
9808中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢BMT｣ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
Th 261 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠｢BMT｣5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 高血圧･不整脈用剤 92中止
Th 274 Th274 GS:GS 裸錠 白 無 ｶﾞﾄﾞｾﾘﾝ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
Th335 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｢S｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢性神経障害治療剤 92中止
Th 352 Th352 ST:ST ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾁﾀｰｾﾞ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 酵素性消炎剤 9808中止
Th368 Th368 CY:CY 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙 ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ｢BM｣ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 細胞呼吸賦活剤 9808中止 951201商品名

変更(前:ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ
｢BMT｣)

Th 421:50 Th421 ALT:ALT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾛﾃﾉ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 心臓選択性β 遮断剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
9303本体追加

Th 460 Th460 TMF 裸錠 白 無 ﾀﾓﾌｪﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗乳癌剤 9806中止 94ﾋｰﾄ変更
Th 511 Th511 SAR:SAR 裸錠 白 有 ｻﾗﾊﾞﾝﾄﾞ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 9808中止 920710収載

糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ錠250mg｢
BMT｣

ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止

Th 611 Th611 MLB:MLB ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾏﾚﾌﾞﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化管運動調律剤 9808中止 94ﾋｰﾄ変更
920710収載

裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱｸﾞﾘｺ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血糖降下剤 92中止
Th 870 Th870 KLS:KLS ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘﾚﾁﾝS錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9808まで)
Th871 Th871 KLS-P:KLS-P 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/灰白 ｶﾘﾚﾁﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 末梢血管拡張剤 9808中止
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Th 6292:500 裸錠(長円形) 灰褐 有 ｳﾛｰﾏﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 合成抗菌剤 91中止
070 KW070:KW070 20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0610迄)

>KW等)
KW 830:3 KW830 3:KW830 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0709大日本住友中止

0511大日本住友製薬も
同じﾋｰﾄへ 0505頃本体刻
印若干大きく

KW 831:6 KW831 6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0709大日本住友中止
0601大日本住友製薬も
同じﾋｰﾄに 0504頃本体刻
印若干大きく

KW 009 KW009 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｱﾎﾟｽﾄﾛﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 共和薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
KW 011:25 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 共和薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0703中止 990709収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ錠25mg 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 25mg 共和薬品工業 抗うつ剤 990709収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 013 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ錠50mg 塩酸ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 抗うつ剤 990709収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 020 糖衣錠 白 無 ｱﾌﾛｽﾊﾟﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 共和薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 0703中止 0504本体ｺｰﾄﾞ

追加 900713収載
KW 027 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ錠500mg ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 共和薬品工業 深在性真菌症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝｺﾁﾙ) 0208
承継（日本ﾛｼｭより）

20 KW029 KW029 20:KW029 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤
>KW) 000707再収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

40 KW030 KW030 40:KW030 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾎﾟｼﾞﾋﾟﾝLｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤
>KW) 000707再収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW:076 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｾﾞﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0703中止 960705収載
KW 080 KW080:KW080 5mg 裸錠 淡黄赤 有 ｴﾅﾗｰﾄ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 共和薬品工業 持続性ACE阻害剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 081 裸錠 白～淡黄白 有 ｱﾄﾋﾟｸﾄ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 980710収載
KW 087:1 裸錠 白 有 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 共和薬品工業 睡眠剤 010706収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｴﾊﾟﾛｰｽｶﾌﾟｾﾙ300mg ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 共和薬品工業 EPA製剤 980710収載

KW 091:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾁｾﾀﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 共和薬品工業 精神安定剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 092:1 KW092 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｴﾁｾﾀﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 共和薬品工業 精神安定剤 920710収載
KW 097 裸錠 白 有 ｱｷﾘﾃﾞﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 共和薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW121 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷｮﾜｶﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 共和薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 03～04頃中止 900713収

載
KW 152 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｺﾛﾅﾌｨﾘﾝL錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 共和薬品工業 持続性脳微小循環改善

剤
9909中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW 170 KW170:170 裸錠 白 有 ｷｮﾜｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 共和薬品工業 経口血糖降下剤 0703中止 920710収載
KW 175 KW175:KW175 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘﾚﾁﾝS錠25単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 共和薬品工業 循環障害改善剤

175->KW175) 051216収
載(商品名変更に伴い，
前:ｶﾘﾚﾁﾝS錠) 010907収
載(規格表示変更)

KW 177 KW177:KW177 裸錠 薄紅 有 ｶﾙｺｰﾊﾟ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

共和薬品工業 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 101119収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙｺｰﾊﾟ錠
100mg)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄白 ｶﾙﾏﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9608中止 900713収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｶﾙﾏﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 共和薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9608中止 900713収載
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KW 237 KW237 1:KW237 1 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾆﾙ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 共和薬品工業 抗精神病剤 0105本体割線追加
980710収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW 238 KW238 3:KW238 3 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾆﾙ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 共和薬品工業 抗精神病剤 980710収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW 251 KW251:251 1mg 裸錠 淡橙 有 ｽﾄﾛｰｹﾝ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 共和薬品工業 α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ 0007中止 900713収載
252 KW252 7.5:KW252 7.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾛｰﾊｲﾑ錠7.5 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 7.5mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
253 KW253 10:KW253 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾛｰﾊｲﾑ錠10 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 共和薬品工業 睡眠障害改善剤 980710収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW 262 KW262:KW262 裸錠 白 有 ｿﾛﾑｺ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 共和薬品工業 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｿﾛﾑｺ錠) 0202

KW 262 KW262:KW262 裸錠 白 有 ｿﾛﾑｺ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 共和薬品工業 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾛﾑｺ錠) 0202

KW326 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄｰﾛｲｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 共和薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9310中止 900713収載
KW 331 KW331:KW331 裸錠 白 有 ﾄﾘﾌｪｼﾞﾉﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 共和薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0612商品名変更(前:ﾄﾘﾌｪ

ｼﾞﾉﾝ錠)，ﾋｰﾄ裏記号変更

KW350 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 共和薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9010中止
KW362 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅｯｸﾚｽLｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0703中止 000707収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KW:385 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 0105ﾋｰﾄ裏商品名記載

920710収載
KW:386 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲｵﾐｰﾙ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 共和薬品工業 四環系抗うつ剤 920710収載
KW 389 KW389:KW389 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾙﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 共和薬品工業 胃炎・胃潰瘍治療剤 980710収載
KW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
KW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 共和薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載
501 KW501:KW501 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 旧品名(050610迄)，品名

変更に伴い(新：ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ
錠25mg)

KW 513 KW513 裸錠 白 無 ﾋｽﾀﾌﾞﾛｯｸ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 共和薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋｽﾀﾌﾞﾛｯｸ錠)

KW 523 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾙｰﾘﾝ配合錠 共和薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾙｰﾘﾝ錠) 日
本化薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 微黄 無 ﾋﾎﾟｽﾀｯﾄ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 共和薬品工業 前立腺肥大･前立腺癌治
療剤

9205中止 900713収載

560 裸錠 白 無 ﾌﾞﾛｯｸﾋﾞｰ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 共和薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0711中止 900713収載
KW 561 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾝｸﾚｰﾙ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 共和薬品工業 経口蛋白分解酵素阻害

剤
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載
960705収載

KW 565 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KW 566 裸錠 白～微黄白 有 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 020705収載
KW 570 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 0007中止 共和薬品のﾊﾟ

ﾄﾞﾗｾﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW 570 KW570 50:KW570 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ錠50 塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐﾝ 50mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 旧品名(050610迄)，品名
変更に伴い(新：ﾊﾟﾄﾞﾗｾﾝ
錠50mg) 共和薬品のｸﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ錠50(塩酸ｸﾛｶﾌﾟﾗﾐ
ﾝ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW 595 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌｪﾆﾚﾝ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

共和薬品工業 鉄欠乏性貧血治療剤 940708収載

KW 639 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾞｺﾛﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 共和薬品工業 消化管運動調律剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞｺﾛﾝ錠)
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KW 669 KW669 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業 統合失調症治療剤 920710収載
KW 828 裸錠 薄紅 有 ﾛｷﾍﾟｲﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 共和薬品工業 鎮痛･抗炎症･解熱剤 980710収載
KW 829:1 KW829 1:KW829 1 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠1mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 共和薬品工業 精神神経安定剤 共和薬品のﾛﾍﾟｰﾙ錠

1mg(ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ，中止)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

KW 871 裸錠 白 有 ﾛﾝﾌﾙﾏﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 共和薬品工業 睡眠導入剤 980710収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｲｽﾛｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 全薬工業 解熱鎮痛消炎剤 9410中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾅﾊﾟｼﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 全薬工業 脳循環代謝改善剤 98中止 900713収載

N SS05 裸錠 白 有 ｼﾐﾅﾝS ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日清製薬 降圧剤 9305中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾁｰﾑ5 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

裸錠 白 有 ﾏｰﾚｽ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･頻脈治療剤 0505中止 0301ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ﾏｽﾌﾟﾚｽ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 低血圧症治療剤 9903中止 9604社名変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞﾁﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9902中止 9711ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710
裸錠 白 無 ﾒﾙﾍﾞｽﾁﾝ ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 めまい･平衡障害治療剤 9902中止 9604社名変更
裸錠 白 有 ｱｰﾚﾙ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9909中止 9604社名変更
糖衣錠 黄 無 ｶﾞﾙﾀF10 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 9909中止 9710ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾝﾁｰﾑ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9604社
名変更

糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺｰﾄ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日清製薬 鎮痙剤 9508中止
糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠10｢ｺﾀ

ﾆ｣
ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0210迄） 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｾﾉｰﾙ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 97中止 9604社名変更
裸錠 白 有 ｼﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9908中止 9604社名変更

裸錠 黄 有 ｼﾝﾌﾗﾋﾞﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 日清製薬 高脂質血症改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 9508中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ ﾁｮｺﾚｰﾄ色 無 ﾎﾟﾄﾛ20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日清製薬 肝機能改善剤 9601中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾙｷﾞｰ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 鎮痛･抗炎症剤 9902中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

糖衣錠 赤橙 無 ﾌﾟﾛｼﾃﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 冠血管拡張剤 0010中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

裸錠 白 有 ｺﾅｰｾﾞ30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 酵素製剤 0206中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30｢ｺﾀ
ﾆ｣

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

糖衣錠 青緑 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾆｯｼﾝ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日清製薬 不整脈治療剤 9501中止
糖衣錠 黄 無 ｱｽﾛｽC 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg 日清製薬 気道粘液疾患治療剤 8912中止
裸錠 白 無 ﾊﾞｽﾌﾟﾚﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳血流障害改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 NEｺﾀﾆ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 末梢循環･脂質代謝改善
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0308迄) 9710ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604社名変更
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糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0107中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻｸﾗｰﾄ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 日清製薬 脳･末梢血流改善剤 9601中止
NR100 NISSHIN 裸錠 白 有 ﾅﾛｽﾁﾝ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬・三和化

学研究所
抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0306迄) 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ（0303
迄） 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9604社名変更

糖衣錠 黄赤 無 ﾗﾝﾀｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 微小循環改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

糖衣錠 白 無 ﾒﾃｸﾘﾝ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日清製薬 子宮収縮止血剤 9507中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製

薬
H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

250mcg
糖衣錠 白～黄み白 無 ﾌﾚｽﾐﾝS糖衣錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 清水製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0203中止

500mcg
糖衣錠 白～黄み白 無 ﾌﾚｽﾐﾝS糖衣錠 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 清水製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0211中止

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ｶﾙｻｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 清水製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0405中止 900713収載

KW630:KW630 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾐｵﾘﾗｰｸ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 共和薬品工業 筋緊張･循環改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0610迄)
0103ﾋｰﾄ裏商品名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（02頃まで） 9712
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

裸錠 白 無 ﾀｲｼﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 狭心症治療用ISMN製剤 101119収載 ﾊﾞﾗのみ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵ，杏林製薬

持続性Ca拮抗剤 0806販売元変更(前：日
清ｷｮｰﾘﾝ製薬) 02頃ﾋｰﾄ
変更 興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰ
ﾄ異なる

TYK33 25mg:25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TYK34 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TYK35 75mg:75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢興和ﾃﾊﾞ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

TYK54 6mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1101ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
0603ﾋｰﾄ若干変更(商品
名変更に伴い)

TYK55 12mg 裸錠 白 有 ﾒﾀﾋｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗めまい剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
0012本体ｺｰﾄﾞ追加

TYK65:TYK65 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
旭化成ﾌｧｰﾏ

鎮痛･抗炎症剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠)，
ﾋｰﾄ表TYK65追加等
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TYK94 30mg 裸錠 白 無 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0707中止 0101本体刻印
90mg:TYK95 90mg 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠

90mg(TYK)
塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大正薬品工業 消炎酵素剤 0707中止 0012本体ｺｰﾄﾞ

追加
50mg:TYK128 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
100mg:TYK129 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
200mg:TYK130 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg(TYK) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
抗潰瘍・精神情動安定剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
TYK134 裸錠 白～微黄 無 ｻｷｵｼﾞｰﾙ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ﾏｲﾗﾝ製薬
前立腺肥大症・癌治療剤 0802販売会社社名変更

(前:ﾒﾙｸ製薬)
TYK140:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 1001販売元変更(前:興

和，興和創薬)
TYK141 400mg:TYK141
400

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾄﾏﾁｼﾞﾝ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ H2受容体拮抗剤 0905発売

TYK144 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾌｪﾛﾐｯｸ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 止瀉剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛﾐｯｸ錠)

TYK154:TYK154 250 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｽﾀﾞｲﾝ錠)

TYK155 裸錠 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9906中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK158 裸錠 白 無 ｴﾏﾙｯｸ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日医工 乳癌治療剤 0805製造販売元変更(前:
大正薬品工業)

0.5:TYK161 0.5mg 裸錠 白 有 ｺﾙﾄｯｸ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
1:TYK162 1mg 裸錠 橙 有 ｺﾙﾄｯｸ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg 大正薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 0707中止
TYK171 25μ g:TYK171 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠25 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 25μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
TYK172 50μ g:TYK172 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｶﾌﾟﾁﾝ錠50 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 気管支拡張剤 1007ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ中止
TYK179 裸錠 白 有 ｽﾄﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠25mg 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｽﾄﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠)
TYK182 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾅ) 940708収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

TYK183 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載 ｷｮｰﾘﾝﾘﾒ
ﾃﾞｨｵのものとﾋｰﾄ異なる

TYK196：TYK196 3 裸錠 白 有 ｼｰｸﾅﾛﾝ錠3mg ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｸﾅﾛﾝ錠)

TYK197 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾈﾃﾞﾘﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大正薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710収

TYK198:TYK198 15 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾚｰﾄ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｿﾚｰﾄ錠)

TYK199 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

β 遮断剤

TYK200 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏｲﾗｰ錠25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

β 遮断剤

TYK201 0.5:TYK201
0.5mg

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

精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載

TYK202 1:TYK202 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
日医工

精神安定剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 920710収載

TYK205:TYK205 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動調律剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｷｼｰﾙ錠)

TYK207:TYK207 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾀﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大正薬品工業 高脂血症治療剤 0707中止
TYK211:TYK211 40 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大正薬品工業・三和化学

研究所
経口血糖降下剤 0711三和化学中止 0710

大正薬品工業中止
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾗｸｻｰ錠)

TYK214:TYK214 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌｪﾚﾀﾞｲﾑ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾚﾀﾞｲﾑ錠)
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TYK215 裸錠 白 無 ｸﾛｺﾃﾞﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1001日本化薬中止
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛｺﾃﾞﾐﾝ錠)

TYK216 5 裸錠 白 有 ｳﾌﾞﾃｯｸ錠5mg 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 0712商品名変更(前:ｳﾌﾞ
ﾃｯｸ錠)

TYK219 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10mg 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤/本態性振戦治療

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾛﾁﾉｲﾙ錠10)

TYK223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾒｯｸ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 切迫流･早産治療剤 0909商品名変更(前:ｳﾃ
ﾒｯｸ錠)

TYK224 裸錠 白 有 ﾂｲﾝﾅｰｾﾞ内服錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大正薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 940708収載

TYK225 200 裸錠 白 無 ｻﾙﾎﾞﾅｰﾄ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0707中止
TYK226 50 裸錠 微黄白 無 ﾄﾙﾊﾞﾅｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 自律神経調整剤
TYK229 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞｺﾌ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大正薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9507中止 940708収載
TYK230 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾁｯｸ錠 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ

ｼﾞﾝとして)
大正薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤

(H2ﾌﾞﾛｯｶｰ)
9501中止 940708収載

TYK234 100:TYK234 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｽｰﾑ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大正薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 00中止 98ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

TYK239 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止
TYK240 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大正薬品工業 広範囲経口抗菌剤 0907中止

裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ(02迄) 990709収

TYK241:TYK241 5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業 狭心症治療剤 0707中止 02ﾋｰﾄ変更
TYK241 SIB5:5mg 裸錠 白 有 ｼﾍﾞﾗﾝﾄ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
狭心症治療剤 0711中止 0303ﾋｰﾄ変更

02ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
徐放性不整脈治療剤 9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705
TYK242 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠150mg ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ

ﾗﾐﾄﾞとして)
大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 徐放性不整脈治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘｽﾗﾐﾄﾞR錠)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
経口蛋白分解酵素阻害
剤

9812中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

TYK243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾘﾋﾞﾘｽﾀｰ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 経口蛋白分解酵素阻害
5mg:TYK245 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動改善剤 091113収載
TYK246 裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀﾞｰﾙ錠25 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

日本化薬
前立腺肥大症治療剤 0602ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ表->裏

960705収載
TYK249 2 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻

尿治療剤
0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠2)

TYK250 3 裸錠 白 有 ﾃﾞﾗｲﾌﾞ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0909商品名変更(前:ﾃﾞﾗｲ
ﾌﾞ錠3)

TYK252:TYK252 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 脳循環･代謝改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
大正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-大正富山
医薬品

脳循環･代謝改善剤 0708ﾋｰﾄ若干変更
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰﾄ異な

TYK252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-大正富山

医薬品
骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 興和ﾃﾊﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

TYK259：200 TYK259 裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠) 大
正富山医薬品のものと
ﾋｰﾄ異なる
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TYK260 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 鎮痛･抗炎症･解熱剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠)
980710収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TYK261 2:TYK261 2mg 裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛｲﾙ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

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

TYK266 裸錠 白 有 ｾﾙﾏﾚﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0909商品名変更(前:ｾﾙﾏ
ﾚﾝ錠)

TYK271 12.5:TYK271
12.5mg

裸錠 白 有 ｺｰｶﾌﾟﾄ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大正薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0707中止

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

睡眠導入剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬)

TYK277 25 裸錠 白 有 ｳｴﾝﾌﾞﾘｰ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大正薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 0707中止 990709収載
TYK295 裸錠 白 有 ｵﾌﾋﾞｯﾄ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
990709収載

TYK311 HOR50:50mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-三和化学
研究所

抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

TYK311 50:TYK311 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
TYK312 HOR100:100mg 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-三和化学

研究所
抗血小板剤 興和ﾃﾊﾞとﾋｰﾄ異なる

TYK312 100:TYK312 裸錠 白 無 ﾎﾙﾀﾞｿﾞｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗血小板剤 三和化学とﾋｰﾄ異なる
TYK316:TYK316 5 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾏﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大正薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0707中止
TYK319:TYK319 10mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，

ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ
H2受容体拮抗剤 030704収載

TYK320:TYK320 20mg 口腔内崩壊錠 白 有 ｽﾄﾏﾙｺﾝD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

H2受容体拮抗剤 030704収載

TYK321:TYK321 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘｻﾞｰﾄ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 060707収載
TYK324 200 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK325 400 裸錠 白 有 ﾋﾞｿﾞｸﾛｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK332 200:TYK332
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟｲﾍﾟﾗｯｸ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

020705収載

TYK333 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾋﾟﾅｼﾞｵﾝ錠10mg 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載
TYK337 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢

TYK｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

TYK352:TYK352 5 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

TYK353:TYK353 10 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾄﾙﾃ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

030704収載

TYK376 10：TYK376
10mg

裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠10mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

TYK377 20：TYK377
20mg

裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠20mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

TYK393:TYK393 裸錠 白～帯黄白 有 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.2mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
TYK394:TYK394 裸錠 白～帯黄白 無 ﾍﾞｸﾞﾘﾗｰﾄ錠0.3mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 糖尿病食後過血糖改善 060707収載
TYK404:TYK404 裸錠 白～淡黄 無 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5mg｢

TYK｣
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，

気管支喘息治療剤
090515収載

TYK411 200：TYK411
200mg

裸錠 白 有 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠
200mg(TYK)

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 解熱鎮痛剤 040709収載

TYK427:TYK427 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

TYK431:TYK431 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載
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TYK432:TYK432 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

TYK433:TYK433 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
TYK｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

091113収載

TYK443:TYK443 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 消化管運動賦活剤 080704収載

TYK444 75mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
75mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TYK445 150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢TYK｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

TYK453 2.5:TYK453
2.5mg

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

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

TYK454 5:TYK454 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢TYK｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ﾊﾞｲｵﾃｯｸﾍﾞｲ-興和ﾃﾊﾞ 持続性Ca拮抗薬 080704収載

TYK455 5mg:TYK455 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
TYK456 10mg:TYK456
10mg

裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢TYK｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載

TYK462 12.5mg:12.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠
12.5mg｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

101119収載

TYK463:TYK463 15mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

TYK464:TYK464 25mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

TYK465 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢TYK｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

TYK504 0.2mg:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

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

091113収載

TYK505 0.3mg:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

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

091113収載

TYK511:TYK511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大正薬品工業･あすか製
薬，武田薬品工業

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載 あすか製薬
と大正薬品はﾋｰﾄ異なる
(あすか製薬にはﾋｰﾄ表に
50mg記載あり他)

TYK512:TYK512 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正薬品工業･あすか製
薬，武田薬品工業

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載 あすか製薬
と大正薬品はﾋｰﾄ異なる
(あすか製薬にはﾋｰﾄ表に
200mg記載あり他)

TYK513 2.5:TYK513
2.5mg

裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

TYK514 5:TYK514 5mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

TYK515 10:TYK515 10mg 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
TYK｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

TYK521 50mg:50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢TYK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

TYK522 100mg:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢TYK｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

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

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

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

TYK541 2:TYK541 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

TYK542 4:TYK542 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
NT｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-興和ﾃﾊﾞ 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)

TYK375 5：TYK375 5mg 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｶﾛｯﾄ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大正薬品工業-興和ﾃﾊﾞ，
ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ

持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾘﾌﾟﾗｽ錠100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg ｴｼｯｸ 精神分裂病･うつ病治療 中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾘﾌﾟﾗｽ錠200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg ｴｼｯｸ 精神分裂病･うつ病治療 中止
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂 高単位総合消化酵素製
剤

0910中止 98本体ﾏｰｸ変

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾖｳﾗｰｾﾞFｶﾌﾟｾﾙ 陽進堂-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵ 高単位総合消化酵素製
剤

0908中止 0702販売会社
社名変更(前:東洋ﾌｧﾙ
ﾏｰ) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

YD383 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透
明

ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂・富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透
明

ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂-日医工 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 98頃中止 ﾋｰﾄYD385のも
のを販売している

YD385 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ﾃﾞｽﾞ
ﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ)

200mg YD386 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 陽進堂 胃炎･胃潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚｽﾗｰﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表200mg追加

YD480 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｱﾝﾀｺﾞｽﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，
富士ﾌｲﾙﾑﾌｧｰﾏ，ﾆﾌﾟﾛ
ﾌｧｰﾏ

胃炎･胃潰瘍治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝﾀｺﾞｽﾁﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ)

YD 481 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾎﾟｴﾙﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 陽進堂・日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 不整脈治療剤・糖尿病性
神経障害治療剤

0706商品名変更(前:ﾎﾟｴﾙ
ﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ)

FPF 421 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｶｲﾛｯｸ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 藤本製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)
ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg MSD 抗ｳｲﾙｽ剤(C型慢性肝炎

治療剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg MSD 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

糖衣錠(楕円
形)

赤 無 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ復効錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0312中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｸﾗﾘﾁﾝ錠10mg ﾛﾗﾀｼﾞﾝ 10mg MSD・塩野義製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

裸錠 白 無 ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾛｷｻｼﾞﾝ 20mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9803中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 200mg MSD 抗ｳｲﾙｽ剤(C型慢性肝炎

治療剤)
1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

EZ10 裸錠(長円形) 白 有 ｾﾞﾁｰｱ錠10mg ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg MSD・ﾊﾞｲｴﾙ薬品 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰ
ﾀｰ阻害剤，高脂血症治
療剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)，ﾋｰﾄ裏記号変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無色透明/無
色透明

ｱﾛｸﾞﾘｾﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼﾞｱｿﾞｷｼﾄﾞ 25mg MSD 高ｲﾝｽﾘﾝ血性低血糖症
治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

糖衣錠 淡黄橙 無 ｱﾃﾞﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 抗うつ剤 9606中止 9006追加
糖衣錠 淡紅 無 ｱﾃﾞﾌﾟﾚｽ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 抗うつ剤 9606中止 9006追加
糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠2mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ，0210共和薬品へ

承継 9002変更
糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠4mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ，0210共和薬品工

業へ承継 9002変更
糖衣錠 灰 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ錠8mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ，0210共和薬品工

業へ承継 9002変更
糖衣錠 白 無 ﾄﾘﾗﾎﾝ二層錠 ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 神経安定剤 0206中止 9002変更
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裸錠 白 有 ﾄﾚﾐﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg MSD 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg MSD 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

糖衣錠(楕円
形)

赤 無 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ復効錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0312中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｸﾗﾘﾁﾝ錠10mg ﾛﾗﾀｼﾞﾝ 10mg MSD・塩野義製薬 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

裸錠 白 無 ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg MSD ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾉｲﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾛｷｻｼﾞﾝ 20mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9803中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾚﾊﾞｼﾞﾙ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ β 遮断･血管拡張薬 9008中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾞｽﾀﾝR錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大興製薬 持続性脳微小循環改善 9904中止 970711収載
裸錠 白 有 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
裸錠 白 無 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管ｶﾞｽ駆除剤 0712中止
裸錠 淡青 有 ｱｽﾞﾌﾟﾛ錠2mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大興製薬・日本薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 0703大興製薬中止 0403

日本薬品工業中止
裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9911中止 9009変更
裸錠 白 有 ﾒｿﾞｶﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 大興製薬 鎮咳剤 9008中止

耳:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｴﾗﾐﾝﾄ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大興製薬 循環機能改善剤 中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾒｿﾞｶﾙN錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大興製薬 循環機能改善剤 9904中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛｲｱﾝC錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大興製薬 H2受容体拮抗剤 0609中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾍﾞﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大興製薬 抗血小板剤 中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾆﾛｽﾄ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大興製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0001中止 920710収載

糖衣錠 白 無 ﾘﾍﾟｲﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大興製薬 筋緊張循環改善剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗﾈﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｯﾃﾙﾝ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大興製薬 心臓選択性β 遮断剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾙﾋﾄﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大興製薬 消化管運動調律剤 0712中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｽﾋﾟﾄﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大興製薬 高脂質血症治療剤 0609中止 920710収載
裸錠 白 有 ｻｲﾀﾐﾝ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大興製薬 持続性高血圧･狭心症･

不整脈治療剤
0004中止 940708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｰﾙﾐﾝ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大興製薬-ﾒﾙｸ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0607販売会社
社名変更 97再開 9504中
止 940708収載

裸錠 白 有 ｲﾉｽｺ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
裸錠 白 有 ｲﾉｽｺ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 9908中止 9009変更
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾀｸﾛﾝNｿﾌﾄ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 微小循環改善剤 9611中止

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

乳白 ﾍﾓﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 経口痔核治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾓﾘｰﾙ(ﾄｰﾖ))

軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄTY ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 組織修復性抗潰瘍剤 9703中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛｰﾘﾎｰﾑ250 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症治療剤 中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｸﾛｰﾘﾎｰﾑ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症治療剤 中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ（細長
球）

橙 ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-沢井製薬 高血圧･狭心症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0304ﾋｰﾄ表10mg追
加，裏商品名記載（ｶﾀｶ

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ﾓﾄｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高脂血症改善･動脈硬化
用剤

0412中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢TY｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血管拡張剤 9611中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢TY50｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血管拡張剤 9611中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｴﾄﾘｿﾞﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 筋弛緩剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
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裸錠 白 有 ｽﾊﾟﾐｵﾝ錠5 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 平滑筋鎮痙剤 92中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｸﾗﾐﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 脳卒中後遺症･脳動脈硬

化症治療剤
9611中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｱﾛﾝﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙTY ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 消炎鎮痛剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
裸錠 白 有 ﾋﾞﾝﾃｰﾙ(ﾄｰﾖ) ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
92中止

裸錠 白 有 ﾆｺﾓﾘﾝ(ﾄｰﾖ) ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 末梢血行改善剤 91ｺｰﾄﾞ化
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｰﾘﾝｶﾌﾟｾﾙTY 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 虚血性心疾患治療剤 92中止 91ｺｰﾄﾞ化
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 ｱﾀﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ5 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 高血圧･狭心症治療剤 900713収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙透明 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｿﾌﾄ0.25TY ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙黄透明 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｿﾌﾄ0.5TY ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 920710収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 緩下剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｯﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ（楕円
球）

淡黄 ｴﾊﾟｷｬｯﾌﾟｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
300mg

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨ
ｵ，杏林製薬

EPA製剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾊﾟｷｬｯﾌﾟｿﾌﾄ
300)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-沢井製薬 免疫抑制剤 060707収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・沢井製薬 免疫抑制剤 050708収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ｱﾏﾄﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・沢井製薬 免疫抑制剤 050708収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ・興和ﾃﾊﾞ 末梢循環･脂質代謝改善
剤

1007販売元変更，統合に
伴い(前:大正薬品工業)
ｷｮｰﾘﾝﾘﾒﾃﾞｨｵとｺｰﾄﾞ異な

軟ｶﾌﾟｾﾙ（楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
TC｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 東洋ｶﾌﾟｾﾙ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

090515収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ300mg｢TC｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ600mg｢TC｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 600mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄透明 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾ
ﾙ900mg｢TC｣

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 東洋ｶﾌﾟｾﾙ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ EPA製剤 080704収載

n 000 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

n 001 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

n002 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢日医工｣

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

070706収載

ｎ 004 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢日
医工｣

塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 日医工 消化管運動賦活剤 080704収載

n 005 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ錠50「日医
工」

塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 日医工 精神活動改善・ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0707本体ｺｰﾄﾞ追加 0507
発売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾ
ﾙ25

日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰ
ﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾﾙ)

n 011 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾌﾟﾘｰﾙ錠25 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 日医工 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 0402ﾋｰﾄ変更 970711収
n 012 裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾌﾟﾘｰﾙ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日医工 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧

剤
0307ﾋｰﾄ変更（12.5mg追
加等） 970711収載

n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ
ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0203中止 980710収載

n 013 裸錠 白 無 ｱﾚﾄﾝ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0712商品名変更(前:ｱﾚﾄ
ﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄黄/白 ｳﾛｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.1 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

050708収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 極薄赤/白 ｳﾛｽﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.2 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

0509色変更(以前のもの
より極薄赤が若干薄い)
050708収載

n 025 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾙﾄﾞｰｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 日医工 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
n 027 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾌｨﾅﾋﾞﾝ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
日医工 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

ｎ 028:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢日医工｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ｎ029:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢日医工｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ｎ 031:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢日医 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 日医工 食後過血糖改善剤 090515収載
n 032 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢日医工｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤（SNRI）
080704収載

ｎ 033:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢日医
工｣

ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 日医工 食後過血糖改善剤 090515収載

n 034 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

1003本体割線追加，色変
更(前:白) 080704収載

ｎ 035 裸錠 微黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg｢日医工｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日医工 睡眠障害改善剤 070706収載
ｎ 037 裸錠 淡黄赤 有 ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠20mg｢日医工｣ ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ 20mg 日医工 睡眠障害改善剤 080704収載
n 038 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠

12.5mg｢日医工｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
100528収載

n 039:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠50mg
｢日医工｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

100528収載

ｎ 040:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

ｎ 041:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

ｎ 042:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
日医工｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

ｎ 043:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠5mg｢日医
工｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ｎ 044:10 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝOD錠10mg｢日医
工｣

ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

ｎ 045:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

ｎ 046:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
10mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

ｎ 047:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢日医工｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 日医工 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 091113収載

n SU50
Y-SU50

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

虚血性心疾患治療剤 9907中止 9811変更

NMB 62 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0906迄)
0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(万有製薬より)

n 050 裸錠 白 有 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝ錠4mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ 4mg 日医工 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0906本体ｺｰﾄﾞ変更
NMB 940 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠50 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 50mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継

に伴い(万有製薬より)
NMB 943 裸錠(六角形) 黄 有 ｸﾘﾉﾘﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 日医工・杏林製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0804ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，承継

に伴い(万有製薬より)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/薄橙 L-ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 日本医薬品工業 持続性経口用ｾﾌｪﾑ系抗
生物質製剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302迄） 950707
収載

187.5mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/薄橙 L-ｼｰｼｰｴﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 日医工 持続性経口用ｾﾌｪﾑ系抗

生物質製剤
0901中止 0302ｺｰﾄﾞ変更
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ｎ 054 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠67mg｢日医
工｣

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg 日医工 高脂血症治療剤 090515収載

ｎ 055 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg｢
日医工｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 日医工 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

ｎ 057:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢日医 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 日医工 前立腺癌治療剤 090515収載
n 059 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠100mg｢日

医工｣
ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日医工 高脂血症治療剤 090515収載

ｎ 060:1 裸錠 白 無 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠1mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

ｎ 061:2 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

ｎ 062:4 裸錠 白 有 ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠4mg｢
日医工｣

塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 日医工 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

090515収載

n 073 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日
医工｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

n 074 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児
用｢日医工｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
日医工｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 日医工 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟｶﾌﾟｾﾙ200mg｢
日医工｣

ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 日医工 ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

060707収載

n 077 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯赤灰 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧･狭心症治療剤)

060707収載

n 078 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧・狭心症治療剤)

050708収載

n 079 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 無 ｺﾘﾈｰﾙCR錠40 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤(高血
圧・狭心症治療剤)

050708収載

45mg:45mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｺﾌﾉｰﾙLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日医工･日本薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 020705収載

n 092 裸錠 白 有 ｱﾒｼﾞﾆﾝ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工 低血圧治療剤 0212ﾋｰﾄ変更 990709収
n 093 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 0301ﾋｰﾄ変更 990709収
n 094 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 990709収載
n 095 裸錠 白 有 ｱﾗｾﾌﾟﾙ錠50mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg 日医工 持続性ACE阻害降圧剤 100528収載 十字割線

0100 250mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢

日医工｣
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 日医工 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾓｾﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾ

0100 250mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/白 ｱﾓｾﾊﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 日医工 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧品名(081219ｱﾓｷｼｼﾘﾝ

ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医工｣に
変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

1101中止 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ｾﾌｧ
ﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｽﾄｰﾏ配合ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 鎮咳剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄｰﾏｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶褐/茶褐 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 日本医薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9504中止
YD 026 裸錠 淡青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢YD｣ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 陽進堂-日医工 消炎･組織再生促進剤 1003中止 071221収載(商

品名変更に伴い，前:ｱｽﾞ
ﾚﾝ錠｢陽進｣) 陽進堂とﾋｰ
ﾄ異なる

裸錠 淡青 有 ｱｽﾞﾌｫﾈｰﾄ ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 日本医薬品工業 炎症性胃疾患治療剤 9106中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg 日医工 免疫抑制剤 060707収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 桃赤 ｱﾙﾃﾚｰﾄ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 日本医薬品工業 高脂血症治療剤 9809中止
n 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾍﾟﾘｰﾙ錠2.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 日医工 緩下剤 0307ﾋｰﾄ変更 960705収
n 116 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗｽﾉﾝ錠25mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日医工 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾎﾟﾗｽﾉﾝ錠)
0212本体刻印追加 9002
記号追加
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ｎ 117 裸錠 白 有 ｱｽﾀｰｼﾞｽ錠2mg 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg 日医工 気管支拡張剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽ･ﾀｰｼﾞｽ錠)
0310本体刻印，ﾋｰﾄ変更

ｎ 122 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾘｾﾞﾘﾝ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日医工 消化管運動改善剤 101119収載
n 126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｸﾛｰﾙ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日医工 H2受容体拮抗剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｸﾛｰﾙ錠)
ｎ 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｸﾛｰﾙ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 日医工 H2受容体拮抗剤 0911発売

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄 ｱﾝｻﾁｭｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日医工 EPA製剤 980710収載

n 136 糖衣錠 薄橙 無 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ錠10mg｢
KOBA｣

塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 日医工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤，本態性振戦治療

0704ｺｰﾄﾞ変更，承継に伴
い(小林薬学工業より)

n 142 裸錠 白 無 ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本医薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0309中止（品名変更に伴
い。新：ｲﾙｶﾞｽ錠2mg，ｺｰ
ﾄﾞ同じ）

n 142 裸錠 白 無 ｲﾙｶﾞｽ錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日医工 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0311販売 （品名変更に
伴い。前：ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠
2mg，ｺｰﾄﾞ同じ）

n 143 裸錠 白 有 ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本医薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0309中止（品名変更に伴
い。新：ｲﾙｶﾞｽ錠4mg，ｺｰ
ﾄﾞ同じ）

n 143 裸錠 白 有 ｲﾙｶﾞｽ錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日医工 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0311販売 （品名変更に
伴い。前：ｲﾙｶﾞｽﾛﾝ錠
4mg，ｺｰﾄﾞ同じ）

糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠(陽進) ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 陽進堂-日医工 抗炎症･鎮痛･解熱剤 0703中止 0305ﾋｰﾄ裏商
品名記載

St107 St107 St107 20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 佐藤薬品工業-日医工，
共和薬品工業

虚血性心疾患治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶ
ﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｺﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 経口抗真菌剤 1002中止 040709収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲﾄﾗｺﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 経口抗真菌剤 1002中止 040709収載

n 149 裸錠 白～帯黄白 無 ｲﾌﾟﾘﾌﾟﾗｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 日医工 骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾌﾟﾘﾌﾟﾗｽﾄ錠)
0310ﾋｰﾄ変更，200mg追
加等

NPI 219D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 日本医薬品工業 持続性脳微小循環改善 99中止 980710収載
n 151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾙﾌﾞﾘﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 日医工 脳循環･代謝改善剤 0210本体刻印変更（前：

R151），ﾋｰﾄ裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

ｎ 152 糖衣錠 白 無 ｴﾓﾚｯｸｽ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日医工 抗不安剤 0604頃中止 0405本体ｺｰ
ﾄﾞ追加，ﾋｰﾄ変更

n 153
位

腸溶錠 白 無 ｴﾘｽﾓﾝ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 日医工 血管代謝改善剤 1101中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ｴﾘｽ
ﾓﾝ錠) 0309本体ｺｰﾄﾞ追加

ｎ 154 裸錠 白 無 ｴｽｶﾛﾝ錠25mg ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg 日医工 非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽｶﾛﾝ錠) 04
本体ｺｰﾄﾞ追加

n EP1 裸錠 白 有 ｴﾎﾟｽ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 日医工 循環改善剤 0210ﾋｰﾄ変更 9809承継
n 158:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠10mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日医工 脳循環代謝改善剤 0901本体ｺｰﾄﾞn158追加

0405ﾋｰﾄ変更
n EP2 裸錠 淡赤白 有 ｴﾎﾟｽ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg 日医工 循環改善剤 9809承継
n 161:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝｾﾛﾝ錠20mg 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 日医工 脳循環代謝改善剤 0811本体ｺｰﾄﾞｎ161追加
ｎ 162 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ATP腸溶錠20mg｢日医

工｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 日医工 ATP製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ATP錠｢日医
工｣) 0305本体ｺｰﾄﾞ追加

ｎ 171:5 裸錠(蝶形) 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 091113収載
ｎ 173 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｺｰﾙ 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 日医工 降圧剤 0706中止 0305本体刻印

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴﾌﾋﾞﾀｼﾞｬｽﾄ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 陽進堂-日本医薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9907中止 9108販売
糖衣錠 黄～橙黄 無 FAD錠｢日医工｣10 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9203中止
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糖衣錠 黄～橙黄 無 FAD錠｢日医工｣15 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9107中止
糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾃﾞｨｰﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日本医薬品工業 微小循環改善剤 9302中止

P R 裸錠 白 有 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ錠10SV 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 進化製薬-日本医薬品工
業

狭心症･不整脈治療剤 9603中止

裸錠 白 有 ｶﾞｽｾﾞﾛﾝS ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 日本医薬品工業 消化器内ｶﾞｽ駆除剤 9107中止
n 201 腸溶錠 橙 無 ｶﾘｸﾛﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 日医工 循環系調整剤 0201ﾋｰﾄ50単位，裏品名

記載 010907収載(規格表
示変更)

n 202 μ g：5μ g 裸錠 白 無 ｵﾊﾟﾌﾟﾛｽﾓﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ
ｽﾄとして）

日医工 経口プロスタグランジン
E1製剤

030704収載

n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日医工 経口蛋白分解酵素阻害 0903田辺三菱製薬中止
n 207 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾓｽﾃｰﾄ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ
経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ

糖衣錠 淡赤 無 ｶﾙｼﾞｵﾘｼﾞﾝ錠1号 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 日本医薬品工業 強心配糖体製剤 9206中止
n 212 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 日医工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0405ﾋｰﾄ裏記号削除，商

品名記載 000707収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

n 213 裸錠 白 有 ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 日医工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0308ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ

硬ｶﾌﾟｾﾙ あずき/帯黄
白

ｶﾞﾚｺｰﾙ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 日本医薬品工業 胆道疾患治療剤 9106中止

糖衣錠 白 無 ｶﾞﾌﾟﾀｰｼﾞｽ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 日本医薬品工業 消化器機能異常治療剤 9211中止
K 腸溶錠 白 無 ｶﾘｸﾛﾓﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日医工 循環障害改善剤 0112ﾋｰﾄ変更
NIK 219 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｶﾘｸﾛﾓﾝｶﾌﾟｾﾙ25単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 日医工 循環系調整剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾘｸﾛﾓﾝSｶﾌﾟ
ｾﾙ) 0406ﾋｰﾄ変更

YD 008 裸錠 橙黄 無 ｶﾙﾊﾞｼﾞｬｽﾄ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 陽進堂-日医工 血管強化･止血剤 0603頃中止 0210本体ｺｰ
ﾄﾞ化

Y G 裸錠 白 有 ｶﾞｽｵｰﾙ錠40mg｢陽進｣ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 陽進堂-日医工 胃腸内ｶﾞｽ駆除剤 0305本体刻印
YD 020 裸錠 淡黄 有 ｷｿﾗﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 陽進堂-日医工 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0612中止 0409本体刻印
ｎ 231:15 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

ｎ 232:30 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
日医工｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日医工 胃炎･胃潰瘍治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾙﾉﾝｶﾌﾟｾ

糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠｢日医工｣100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 日本医薬品工業 解毒剤 9105中止
ｎ 251 裸錠 白 無 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢日医

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

ｎ 253 裸錠(十字割 白 有 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢日医 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg 日医工 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 070706収載
糖衣錠 白 無 ｸﾙｿﾞｼﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工

業
解熱鎮痛消炎剤 92中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｸﾞﾚﾄﾘｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工
業

解毒剤 9603中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ錠SV50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 進化製薬-日本医薬品工
業

消化性潰瘍治療剤 9603中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 鈍緑/微褐 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ｢日医 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 日本医薬品工業 消化性潰瘍･胃炎治療剤 9106中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS･100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日医工 組織修復性消化性潰瘍・

胃炎治療剤
旧品名(090925ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ
ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢東海｣
に変更) 0704承継(日医

軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢東海｣

ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 東海ｶﾌﾟｾﾙ-日医工 組織修復性消化性潰瘍・
胃炎治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄS･
100)
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Y CB1 糖衣錠 白 無 ｺﾊﾞﾃｸﾄ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 全星薬品工業-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0209ﾋｰﾄ表1mg

CB1）削除 011225承継
(三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏより)

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

0007中止 960705収載

n 272:2 裸錠 白 有 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠2mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0210ﾋｰﾄ変更，2mg追加，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
980710収載

n 273：3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｹﾞﾝﾄ錠3mg 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 日医工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0402ﾋｰﾄ変更 960705収
載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｺﾛﾍﾙｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 101119収載
DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-日本医薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9705販売
ｎ 281 裸錠 白 有 ｺﾛﾋﾎﾟﾅﾘﾝ錠5mg 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日医工 昇圧剤 1009中止 0706商品名変

更(前:ｺﾛﾋﾎﾟﾅﾘﾝ錠) 0402
本体刻印追加，ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/肌 ｺﾚﾝﾌﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日医工 膵胆道･尿路系鎮痙剤 旧品名(081219ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg｢日医工｣に
変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤/肌 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg｢
日医工｣

ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 日医工 膵胆道･尿路系鎮痙剤 1010中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ｺﾚﾝ
ﾌﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ)

糖衣錠 青緑 無 ｺﾊﾞｾﾞﾊﾟﾑ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本医薬品工業 抗不安剤 9207中止
n 297 裸錠 白 有 ｺﾌﾉｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ

ｲﾄﾞ､吉富薬品
気道潤滑去痰剤 0202中止 930909販売

n 297 裸錠 白 有 ｺﾌﾉｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日医工 気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾌﾉｰﾙ錠)

n 298:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠10mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

n 299:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｺﾘﾈｰﾙL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾆﾌｪｰ
ﾄL錠20mg(ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

糖衣錠 橙赤 無 ｺﾛﾅﾓｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日本医薬品工業 冠循環改善剤 0004中止
n 301 糖衣錠 橙赤 無 ｺﾛﾅﾓｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日医工 冠循環改善剤 04本体ｺｰﾄﾞ追加

糖衣錠 白 無 ｺﾌﾀｰｼﾞｽ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 日本医薬品工業 去痰･粘膜正常化剤 9106中止
ｎ 303 糖衣錠 白 無 ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 Ca拮抗性降圧剤 091113収載

裸錠 白 無 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日本医薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 9304中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医

工｣
ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 090515収載

n 308 糖衣錠 白 無 ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 Ca拮抗性降圧剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ錠)

n 309 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻｸﾍﾞﾙｺｰﾄ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 日医工 高脂血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｸﾍﾞﾙｺｰﾄ錠)
0205ﾋｰﾄ変更(250mg追

ｎ 311 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢日
医工｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

ｎ 312 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
日医工｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 日医工 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

n 313 裸錠 白 無 ｻｸｺﾙﾁﾝ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾃﾐﾝ
配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｸｺﾙﾁﾝ錠)

ｎ 314:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
50mg｢日医工｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 50mg 日医工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載
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ｎ 315:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠
100mg｢日医工｣

塩酸ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ 100mg 日医工 5-HT2ﾌﾞﾛｯｶｰ 091113収載

糖衣錠 白 無 C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂-日医工 鎮痙剤 旧品名(100528ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟ
ﾗﾐﾝ臭化物錠10mg｢YD｣
に変更) 陽進堂，日本ｼﾞｪ
ﾈﾘｯｸとﾋｰﾄ異なる

糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠
10mg｢YD｣

臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 陽進堂-日医工 鎮痙剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:C.B.ｽｺﾎﾟﾗ錠)
陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸと
ﾋｰﾄ異なる

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ｢日医工｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 日本医薬品工業 脳循環障害治療剤 9109中止
裸錠 白 有 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝS錠｢日医工｣ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本医薬品工業 脳循環障害治療剤 9211中止
裸錠 淡ﾋﾟﾝｸ 有 ｼｪﾋﾞﾄﾗﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 日本医薬品工業 降圧利尿剤 9211中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～黄橙 無 ｼｰｺﾚﾝ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本医薬品工業 消炎鎮痛剤 9910中止 9103変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/帯黄白 ｼﾝｷﾉﾝ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本医薬品工業 代謝性強心剤 9812中止 9008記号変更

ｎ 335:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 日医工 統合失調症治療剤 101119収載
裸錠 黄橙 有 ｼﾝｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本医薬品工業 代謝性強心剤 9304中止
糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟｽﾓﾊﾟﾝ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本医薬品工業 鎮痙剤 9303中止

n SU50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾌﾟﾗﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0305ﾋｰﾄ表50mg追加，裏
ｶﾀｶﾅ記載など

n 343 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｽﾌﾟﾗﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 日医工 虚血性心疾患治療剤 0303本体刻印追加
糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾌﾟﾛﾌｪﾝ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9105中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ｢日医工｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 日本医薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 9108中止

n 356 裸錠 白 無 ｽﾄﾛｰｸ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日医工 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 0605頃中止 0206ﾋｰﾄ変
更(記号裏から表へ)
900713収載

糖衣錠 白 無 ｽﾘｰﾀﾞｸﾆﾝ 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 進化製薬-日本医薬品工
業

去痰･気道粘膜正常化剤 92中止

糖衣錠 淡赤橙 無 ｾﾅﾝ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 7.2mg 日本医薬品工業 緩下剤 9303中止
n 363 裸錠 白 有 ｾｷﾛｲﾄﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｾｷﾛｲﾄﾞ錠)
920710収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾｷｼｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0712迄)，商品名
変更に伴い(新：ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣)
0306ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1011中止 0712商品名変
更(前:ｾｷｼｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ)

糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾙ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

陽進堂-日医工 緩下剤 090515収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾙ錠) 陽
進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸとﾋｰﾄ
異なる

n 369 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 日医工 抗ﾘｳﾏﾁ剤 990709収載
n 373 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾃｰﾄ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
n 374 裸錠 白 無 ｼﾛｽﾃｰﾄ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 日医工 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
n 375 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾟﾛﾌﾞﾛｯｸ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 日医工 血管拡張性β 1遮断薬 0302ﾋｰﾄ変更 000707収

載 ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀ
n 376 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾟﾛﾌﾞﾛｯｸ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 日医工 血管拡張性β 1遮断薬 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
ｎ 377 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩

錠75mg｢日医工｣
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
091113収載

ｎ 378 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢日医工｣

塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 日医工 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

091113収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA20mg) 0303ﾋｰﾄ変更
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SAL
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日本医薬品工業-三菱ｳｪ

ﾙﾌｧｰﾏ､吉富薬品
持続性Ca拮抗剤 0203中止 970908販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾘﾍﾟｯｸｽLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾘﾍﾟｯｸｽ
LA40mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｲ･ﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ 日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 0901中止 0310本体ｺｰﾄﾞ
追加

裸錠 白 無 ﾀﾛｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日本医薬品工業 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 9503中止
糖衣錠 白 無 ﾀﾛﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂-日本医薬品工業 虚血性心疾患治療剤 9503中止

ZE 11 裸錠 白 有 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠
100mg｢ZE｣

ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業-日医工 利胆・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解
剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｼｷｺｰﾙ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工 深在性真菌症治療剤 旧品名，0311品名変更，
ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50へ
030704収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工 深在性真菌症治療剤 旧品名，0311品名変更，
ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50へ
030704収載

n 420 裸錠 白 有 ﾁﾞｱﾍﾞﾄｰｽ錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 日医工 糖尿病治療剤 1101中止 0612商品名変
更(前:ﾁﾞｱﾍﾞﾄｰｽ1号) 0407
ﾋｰﾄ変更 0401本体刻印，
ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 濃桃 無 ﾁﾞｯｸｽS･S ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9106中止
Tu DS･150  Tu DS･150 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ﾄﾞﾙｾﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 辰巳化学-日医工 H2受容体拮抗剤 020705収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg 日医工 免疫抑制剤 050708収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

白～淡黄白 ｼｸﾎﾟﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg 日医工 免疫抑制剤 050708収載

糖衣錠 微紅 無 ﾃﾝﾀﾞﾘﾝ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg 日本医薬品工業 過敏大腸症治療剤 9303中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾞｽﾞﾜﾙﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg 陽進堂-日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 98頃中止 ﾋｰﾄYD385のも

のを販売している
硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ﾃﾙﾍﾟﾅｶﾌﾟｾﾙ ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 日本医薬品工業 胃潰瘍治療剤 9810中止 970711収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 銀白 無 ﾄﾁｭｰﾏﾝ錠 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 40mg 日本医薬品工業 植物性軟部腫脹治療剤 9212中止

CF 裸錠 淡黄 無 ﾄﾉﾁﾘﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 92中止

糖衣錠 青～淡青 無 ﾄﾗﾋﾟｲ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日本医薬品工業 循環機能改善剤 9202中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞｬｽﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 陽進堂-日本医薬品工業 循環機能改善剤 9907中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明/赤透

明
ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 陽進堂-日医工 微小循環系賦活剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄｺﾆｼﾞｬｽﾄ｢ｶﾌﾟ
ｾﾙ｣) 98本体ﾏｰｸ変更(前:

n 489 裸錠 青～淡青 有 ﾄﾘﾑ錠 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本医薬品工業 催眠導入剤 9407中止 920710収載
糖衣錠 橙 無 ﾅﾊﾞﾄｰﾙ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 進化製薬-日本医薬品工

業
ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 92中止

ｎ 503 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ25 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾟﾙｼﾞﾆｯｸｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 日医工 不整脈治療剤 050708収載

n 511 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾙｵﾌ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
n 512 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｱﾚﾙｵﾌ錠20 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 20mg 日医工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 020705収載
n 513 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日医工･日本薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症

剤
020705収載

n 514 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ﾆﾁｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 日医工 抗血小板剤 050708収載

ｎ 515 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾛｷﾉﾝ錠100 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg（ｼﾌﾟﾛ
ﾌﾛｷｻｼﾝとし

日医工 広範囲経口抗菌剤（ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ剤）

020705収載

ｎ 517 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾛｷﾉﾝ錠200 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg（ｼﾌﾟﾛ
ﾌﾛｷｻｼﾝとし

日医工 広範囲経口抗菌剤 0410ﾋｰﾄ変更 020705収
載
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KK 331 裸錠 白 無 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠2.5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 2.5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 0406中止0401ﾋｰﾄ変更
990709収載

KK 332 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 小林薬学工業-日医工 狭心症治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(日医工へ)

n 523 裸錠 白 有 ﾆｺﾗﾝｼﾞｽ錠5mg ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 日医工 狭心症治療剤 0701本体ｺｰﾄﾞ変更，承継
に伴い(小林薬学工業よ

n 524 裸錠 白 有 ﾆﾁｶｲﾝ錠100mg ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉｱｾﾁﾙｱﾐﾉ安
息香酸ｴﾁﾙ

100mg 日医工 胃粘膜局麻剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁｶｲﾝ錠)

n 525 裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg｢日医工」 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 日医工 抗てんかん剤 110301収載(商品名変
更，前:ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg大
日本)，製造販売元変更
に伴い(前:大日本住友製

n NT5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 970711収載
n NT10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾆﾄﾚﾅｰﾙ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗剤 0211ﾋｰﾄ変更，10mg追

加，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 970711収載

n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業-ｳｪﾙﾌｧ
ｲﾄﾞ･吉富薬品

抗血小板剤 0108中止 970908販売

n 530 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日医工 抗血小板剤 0612商品名変更(前:ﾆﾁｽ
ﾃｰﾄ錠) 0208ﾋｰﾄ変更
900713収載

n531 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 日医工 抗菌性化学療法剤 0902ｺｰﾄﾞ変更，製造販売
元変更に伴い(前：大日本
住友製薬)

ｎ 532 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾄﾞｰﾊﾟ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 日医工 高血圧治療剤 1012中止 0606商品名変
更(前:ﾆﾁﾄﾞｰﾊﾟ錠) 0303本
体ｺｰﾄﾞ刻印，ﾋｰﾄ変更
9003記号追加

n 533:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｶﾞﾚﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-全星薬品
工業，全星薬品，日医工

持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 534 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｶﾞﾚﾝ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日医工ﾌｧｰﾏ-全星薬品
工業，全星薬品，日医工

持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 十字割線

NMB 41 裸錠(五角形) 白 有 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 日医工 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造
販売元変更に伴い

糖衣錠 橙 無 ﾆﾁﾋﾞﾀE錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9107中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ(陽進) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 0601中止

ｎ 537:1.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 日医工 経口血糖降下剤 101119収載
裸錠(長円形) 帯黄白～黄

白
有 ﾄﾗｺﾅ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

糖衣錠 淡緑 無 ﾆﾁﾏﾘﾝ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本医薬品工業 不整脈治療剤 9201中止
n 541 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆﾁﾏﾛﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日医工 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾆﾁﾏﾛﾝ錠)
NMB 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造

販売元変更に伴い
NMB 45 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 日医工 三環系抗うつ剤 1012ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，製造

販売元変更に伴い
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾁﾚｰﾄRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 日本医薬品工業 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ製剤 9312中止 900713収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾎﾟﾗｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 日医工 喘息治療剤 0102時点で未取扱

990709収載
ｎ 550 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢日医 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg 日医工 胃炎･胃潰瘍治療剤 091113収載
ｎ 551:2.5 裸錠(口腔内崩

壊錠)
薄橙 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢日

医工｣
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ

ﾋﾟﾝとして)
日医工 持続性Ca拮抗薬 091113収載

ｎ 552:5 裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄橙 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢日医
工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 091113収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾆﾁEﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 日医工 微小循環改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾆﾁEﾈｰﾄｶﾌﾟｾ

ｎ 555:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢日医
工｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

日医工 持続性Ca拮抗薬 080704収載

裸錠 白～淡黄 有 ﾆﾁｾﾙﾋﾟﾝS錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9209中止
ｎ 557 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢日医工｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ

ﾝとして)
日医工 持続性Ca拮抗薬 080704収載 十字割線

ｎ 564 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(徐放
性)

白～帯黄白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠100mg｢
日医工｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 日医工 高脂血症治療剤 081107収載

DI ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾈｽｺﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗めまい剤 92中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢日医工｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 日医工 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

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

n 577 徐放錠（ﾌｨﾙﾑ
ｺｰﾄ）

白 無 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢
日医工｣

ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 日医工 高脂血症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾚｰﾄ
SR錠200mg)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾉｲﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠10 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 日本医薬品工業 情動調整剤 9211中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉｲﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日医工 解熱鎮痛消炎剤 旧品名(080620ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪ

ﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢日医工｣に
変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
日医工｣

ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾ

n 588 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾉｲｽｵｰﾗ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日本医薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 920710収載
n 590 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止
S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾉﾌﾛｷｻﾝ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 日医工 広範囲経口抗菌剤 1003中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg 日医工 徐放性鉄剤 旧品名(090925規格単位
が鉄100ｍｇに変更された
ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100ｍｇに変

100mg(鉄100mg)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾏﾙ酸第一鉄 100mg(鉄とし

て)
日医工 徐放性鉄剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾ
ﾙ)，規格単位が鉄100mg
に変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾ
ﾙ25

日医工 複合ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝｽﾘｰ
ﾋﾞｰ配合ｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾊｲﾁﾞｳﾚｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ､ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 日本医薬品工業 降圧利尿剤 9204中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾘｾﾞﾘｰﾄ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 進化製薬-日本医薬品工

業
潰瘍治療剤 92中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ﾊｲﾆﾁｺﾊﾞ錠 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 日本医薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9211中止
n 622 裸錠 白 有 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ錠5mg｢日医工｣ ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日医工 頻脈・高血圧・狭心症治

療剤
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙN錠)

腸溶性糖衣錠 黄 無 ﾋﾟﾘﾄﾞﾘﾝS ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 陽進堂-日医工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0801中止 0309ﾋｰﾄ変更
糖衣錠 橙 無 ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠30mg｢ｲｾｲ｣ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg ｲｾｲ-日医工 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 ｲｾｲとﾋｰﾄ異なる

n 648
648 2.5

裸錠(長円形) 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

経口血糖降下剤 0007中止 930909販売

n 648:2.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾗﾄｹﾞﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 日医工 経口血糖降下剤 1103本体ｺｰﾄﾞ2.5追加

500mg力価
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0603頃中止 0309ﾋｰﾄ変

更 9210ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢日医工｣ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 日本医薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9503中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｪﾝﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌｪﾝﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ
糖衣錠 白 無 ﾌｪﾝﾗｰｾﾞA 日本医薬品工業 消化酵素製剤 9107中止

ｎ 659 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞﾈｰﾄ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日医工 頻尿治療剤 0806商品名変更(前:ﾌﾗﾎﾞ
ﾈｰﾄ錠)
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RB 裸錠 淡褐黄 無 ﾌﾗﾌﾞﾁﾙ 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 進化製薬-日本医薬品工
業

脂質代謝改善ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 92中止

ｎ 665 裸錠 白 有 ﾍﾙﾂﾍﾞｰｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日医工 狭心症・不整脈・高血圧
治療剤

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾙﾂﾍﾞｰｽ)
0312本体ｺｰﾄﾞ追加 0104
再販売

6 裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾄﾙｼﾞﾝ6mg錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗めまい剤 9603中止

裸錠 白 有 ﾎﾓﾄﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 進化製薬-日本医薬品工
業

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 92中止

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

n 691 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠50 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 日医工 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0305ﾋｰﾄ変更 990709収
n 693 裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日医工 睡眠導入剤 990709収載
ｎ 701 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠

0.1mg｢日医工｣
塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
101119収載

ｎ 702 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢日医工｣

塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.2mg 日医工 前立腺肥大症の排尿障
害改善剤

101119収載

裸錠 白 有 ﾏｲｺｰﾋｽ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 日本医薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9104中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｵﾗｷｼﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本医薬品工業 抗痙縮剤 9212中止

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

0607中止 0308本体ｺｰﾄﾞ
刻印，ﾋｰﾄ変更 9103変更

n 710 裸錠（長円形） 淡紫 無 ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 日医工 睡眠導入剤 090515収載
n 711 裸錠（長円形） 青～淡青 有 ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日医工 睡眠導入剤 060609収載(商品名変更

に伴い，前:ﾐﾝｻﾞｲﾝ錠)
0405ﾋｰﾄｻｲｽﾞ等変更
0203ﾋｰﾄ商品名記載

ｎ 713:20 裸錠 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠20mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg 日医工 持続性ACE阻害剤 091113収載
KYK 350 裸錠(口腔内崩

壊錠)
白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢

KOBA｣
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 717 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 有 ﾆﾊﾞﾃﾞｨｯﾌﾟ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 日医工 Ca拮抗剤 020705収載
ｎ 720 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠

75mg｢日医工｣
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 日医工 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

ｎ 721 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢日医工｣

ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 日医工 広範囲経口抗菌製剤 091113収載

n 722 μ g:20μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 日医工 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

020705収載 日本ｹﾐﾌｧ販
売品とﾋｰﾄ異なる

n 723 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷﾗｲﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 日医工 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

050708収載

n 725:2 裸錠 淡黄 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠2mg｢日医
工｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604発売 060220収載，
承継に伴い(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製
薬より，旧商品名:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠2mg｢JD｣)

n 727:4 裸錠 白～微黄白 有 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙ錠4mg｢日医
工｣

ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 日医工 持続性組織ACE阻害剤 0604発売 060220収載，
承継に伴い(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製
薬より，旧商品名:ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg｢JD｣)

ｎ 730:5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠5mg 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
n 731：10 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
n 732：20 裸錠 薄橙 有 ﾏﾆｼﾞｯﾌﾟ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日医工 持続性Ca拮抗降圧剤 040709収載
YD 448 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0808中止 陽進堂とﾋｰﾄ異

なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)
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YD 449 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｺﾞｰｷﾞｭ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 陽進堂-日医工 H2受容体拮抗剤 0807中止 陽進堂とﾋｰﾄ異
なる ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
FC｣(富士ｶﾌﾟｾﾙ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ(同成分)

n 735 裸錠（十字割
線）

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

日医工 血圧降下剤 040709収載

n 737 裸錠 淡橙 有 ﾄﾞｷｻｿﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

日医工 血圧降下剤 040709収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 深在性真菌症治療剤 0708頃承継(小林薬学工
業より)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾙｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 深在性真菌症治療剤 0708頃承継(小林薬学工
業より)

n 748 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

日医工のﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗ
ﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰﾄﾞ
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

n 749 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

日医工のﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟ
ﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)の旧ｺｰ
ﾄﾞと本体ｺｰﾄﾞ同じ

n 750 μ g:40μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾙﾅｰ錠40μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 40μ g 日医工 経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体
製剤

040709収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
褐

ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日医工 不整脈治療剤 99ｺｰﾄﾞ変更(ﾀﾞｲﾄより承
継)，ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/白 ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日医工 不整脈治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（100mg追

加等） 99ｺｰﾄﾞ変更(ﾀﾞｲﾄよ
り承継)，ﾋｰﾄ表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ｎ 766 裸錠 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点入り)

有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢日医
工｣

ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日医工 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

090515収載

糖衣錠 白 無 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠｢日医工｣ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 日本医薬品工業 末梢性神経障害治療剤 9301中止
n 767 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢日医工｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載 十字割線
n 768:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢日医工｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
n 769 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾆﾝ錠50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 日医工 心臓選択性β 遮断剤 0612商品名変更(前:ﾒﾁﾆ

ﾝ錠)
n 770 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾆﾝ錠25mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg 日医工 心臓選択性β 遮断剤 0905発売
n 771 裸錠 白 無 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日医工 Ca拮抗剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾛﾍﾙｻｰ錠)
n 772 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

錠）
白 無 ｵﾒﾗｯﾌﾟ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

n 773 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白 無 ｵﾒﾗｯﾌﾟ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

ｎ 774 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80mg｢日医
工｣

ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 050610収載，商品名変更
に伴い(前:ｿﾚｯﾄ錠80)

ｎ 774 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚｯﾄ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 旧品名(050610迄)，品名
変更(新：ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
80mg「日医工」)

n 775：10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾅﾍﾞﾘﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 日医工 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
n 776：20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾅﾍﾞﾘﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 日医工 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
n 777 裸錠 極薄紅 有 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日医工 鎮痛･抗炎症･解熱剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠)
ｎ 781 裸錠(徐放性) 白 有 ｺﾛﾍﾙｻｰ錠60mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 日医工 Ca拮抗剤 091113収載
n MOXO 裸錠 白 無 ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠100mg ﾌﾟﾛｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 強心剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾓﾉﾌｨﾘﾝ錠)
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢
YD｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 陽進堂-日医工 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

1006中止 070706収載 陽
進堂，沢井製薬のものと
ﾋｰﾄ異なる
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軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球形)

橙 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢日
医工｣

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg 日医工 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

080704収載

KYK 354 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠10mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYK 355 糖衣錠 白 無 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg「KOBA」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

KYK 356 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg
「KOBA」

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 H2受容体拮抗剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 748 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0611迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠5(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

n 797 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 749 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ) 日
医工のﾒﾊﾞﾝ錠10(ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰﾄﾞ同

n 798 裸錠 微紅 有 ﾌﾟﾗﾒﾊﾞﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤 -高脂血症治療剤-

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

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

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

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

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠
0.2)

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

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

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

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞｸﾞﾘﾀﾞｰｾﾞ錠
0.3)

ｎ 820:0.2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢日
医工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

ｎ 821:0.3 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢日
医工｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 日医工 糖尿病食後過血糖改善
剤

080704収載

P F:U 200 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
200mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

P F:U 400 徐放錠 白 有 ﾕﾆｺﾝ錠400 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 400mg 日医工 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放性製剤 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
400mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

PF:U 100 徐放錠 白 無 ﾕﾆｺﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日医工 1日1回型ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠 大塚のﾕﾆﾌｨﾙLA錠
100mg(ﾃｵﾌｨﾘﾝ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

YD 051 裸錠 白 無 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳｷｻﾐﾝ錠)
陽進堂のものとﾋｰﾄ異な
る 三恵薬品のｹｲｻﾐﾝ錠
250mgと同じ本体ｺｰﾄﾞ
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YD 051 裸錠 白 無 ﾖｳｷｻﾐﾝ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 陽進堂-日医工 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠250mg｢YD｣) 陽進
堂のものとﾋｰﾄ異なる 三
恵のｹｲｻﾐﾝ錠250mgと本
体ｺｰﾄﾞ同じ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/ｸﾘｰﾑ色 ﾖｳｸﾛﾓﾝ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg 陽進堂-日本医薬品工業 胆道疾患治療剤 9908中止
YD 063 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾖｳﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 陽進堂-日医工 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 02～04本体ｺｰﾄﾞ化

糖衣錠 赤 無 陽進ﾋﾞﾀE錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 陽進堂-日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 1001中止
糖衣錠 類白 無 ﾖｳﾌｧﾄﾞｰﾙ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 陽進堂-日本医薬品工業 抗めまい剤 9907中止

YD 014 徐放性錠剤 白 無 ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 陽進堂-日医工 Ca拮抗剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾖｳﾁｱｾﾞﾑ錠)
陽進堂とﾋｰﾄ異なる

糖衣錠 黄 無 ﾖｳﾚﾀｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 陽進堂-日本医薬品工業 脳微小循環改善剤 9909中止
YD 219 裸錠 淡黄 無 ﾖｳﾋﾞｷﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 陽進堂-日医工 代謝性強心剤 1003中止 0210本体ｺｰﾄﾞ

化 陽進堂，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
とﾋｰﾄ異なる

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾖｳﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 陽進堂-日医工 精神安定･抗潰瘍剤 1005中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾖｳﾏ
ﾁｰﾙ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣)，ﾋｰﾄ表
50mg追加 陽進堂とﾋｰﾄ

糖衣錠 白 無 ﾖｳﾋﾞﾀﾝ ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg 陽進堂・日医工 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤
YD 861 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾖｳﾌｪﾘﾝ錠 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 陽進堂-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
1006中止 0601本体ｺｰﾄﾞ
追加 陽進堂販売のもの
とﾋｰﾄ異なる

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙色 ﾖｳﾌｪﾘﾝ250 ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 陽進堂-日本医薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

9708中止

糖衣錠 白 無 ﾖｳﾒﾀｼﾞﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 陽進堂-日医工 虚血性心疾患治療剤 10頃中止
ｎ 890:1 裸錠 淡紅 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢日医工｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg 日医工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖

降下剤
101119収載

ｎ 891:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢日医工｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 日医工 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

ｎ 892 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
10mg｢日医工｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

ｎ 893 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠
20mg｢日医工｣

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日医工 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 101119収載

ｎ 894 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
25mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

ｎ 895 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
50mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

ｎ 896 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
75mg｢日医工｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 75mg 日医工 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

101119収載

糖衣錠 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC錠｢日医工｣ ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg 日本医薬品工業 強心剤 9104中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 日本医薬品工業 鎮痛消炎剤 9304中止

ｎ 906:50 裸錠 白～微黄白 無 ﾐﾆﾌﾟﾗﾉｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 日医工 高尿酸血症治療剤 101119収載
NA 250 裸錠 灰褐 有 ﾗｼﾞﾗｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 進化製薬-日本医薬品工

業
合成抗菌剤 92中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｳﾏﾋﾟﾘﾝ 日本医薬品工業 解熱鎮痛剤 9107中止
裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日本医薬品工業 消炎酵素剤 89中止

ｎ 927 裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日医工 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾁｰﾑ30)

n 929 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｵﾌ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

030704収載

n 930 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟｵﾌ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤（高脂血症治療剤）

050708収載

n 931 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 日医工 統合失調症治療剤 070706収載
n 933 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢日医工｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 日医工 統合失調症治療剤 070706収載
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KK 351 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 小林薬学工業-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

旧本体ｺｰﾄﾞ(0701迄)，承
継に伴い(ﾏﾙｺ製薬へ)
030704収載

n 936 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｺﾊﾞﾝ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

n 937 裸錠 白 有 ﾘﾁｰﾑ錠90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 日医工 卵白ﾘｿﾞﾁｰﾑ製剤 0908商品名変更(前:ﾘﾁｰ
ﾑ90)

腸溶錠 白～微黄白 無 ﾘﾎﾟﾌｪﾛｰﾙ300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 日本医薬品工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9211中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ﾘﾎﾟｰﾙ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 日本医薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｨｰﾌｪﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9304中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅

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

0.5(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

μ g:0.5 0.5μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(淡紅帯)

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

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(微紅帯)

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

μ g:1μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅
(淡紅帯)

ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 小林薬学工業のｺﾊﾞﾙﾌｧ
ｶﾌﾟｾﾙ1.0(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ)
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

n 947 糖衣錠 白 無 ﾘﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日医工 筋緊張改善剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠)

μ g:3.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ3.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 日医工 Ca･骨代謝改善剤 1005発売
ｎ 952 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢日

医工｣
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ

ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

日医工 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

糖衣錠 白 無 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢日医工｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9104中止
糖衣錠 灰 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢日医工｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日本医薬品工業 血圧降下剤 9211中止

n 967
967

裸錠(長円形) 白～微黄 無 ﾚｺﾙｸ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本医薬品工業-吉富製
薬

前立腺肥大症･癌治療剤 0012中止 930909販売

n 967 裸錠 白 無 ﾚｺﾙｸ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日医工 前立腺肥大症･癌治療剤 1009色変更(前:白～微
黄) 0908商品名変更(前:ﾚ
ｺﾙｸ錠)

n 974 裸錠 薄桃 無 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0301ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

n 975 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0211ﾋｰﾄ5mg追加 000707
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

n 976 裸錠 薄桃 有 ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ錠10 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 持続性ACE阻害剤 0405ﾋｰﾄ変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 肌/肌 ﾛｲﾋｰﾙS ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 日本医薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9503中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾛｲｾﾙﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日医工 鎮痙･鎮痛剤 1010中止 080620収載(商

品名変更に伴い，前:ﾛｲｾ
ﾙﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅 ﾛﾊﾞﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日本医薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ﾃﾞｰﾀ，0104本体ﾋｰﾄ記
号変更(984→0984)
900713収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微紅/微紅 ﾛﾊﾞﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0607中止 0104本体変更
n 984 裸錠 白 有 ﾛﾝｹﾞﾘｰﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 日医工 持続性ACE阻害剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
YD 039 裸錠 微紅 有 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 日本医薬品工業 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 陽進堂

のﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg(ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ)と本体ｺｰ
ﾄﾞ同じ

裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ100 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 日本ﾜｲｽ 持続性消炎･鎮痛剤 9811中止
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裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ･ｱｽﾞｳｪﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 0109中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田

薬品工業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(1101迄) 0312社

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(11頃迄) 0312社

TP 172 TP-172 50mg：50mg 裸錠 白～微黄白 無 ﾊｲﾐｼﾞﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ-ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 自律神経調整剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊｲﾐｼﾞﾝ錠)

TP 191 TP-191 200mg：200mg 裸錠 白 有 ｵｷｼｱｼﾄﾞﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ 持続性消炎･鎮痛剤 0902中止 0504社名変更
(前：竹島製薬)

TP-604 0.25μ g：0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0912中止

TP-605 0.5μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0912中止

裸錠 白～帯黄白 無 ｸﾞﾘﾚｰﾄ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 東光薬品工業-ﾗｸｰﾙ薬
品販売

骨粗鬆症治療剤 9803中止 960705収載

裸錠 薄紅 有 ﾋﾟﾅﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg 東光薬品工業 鎮痛･抗炎症剤 0003中止 980710収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/乳白 ﾄﾞｸﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg わかもと製薬 上腹部不快症状改善剤 9104中止
裸錠 黄 有 ﾅﾌﾞﾛﾐﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg わかもと製薬 代謝性心疾患治療剤 0105中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 920710収

載
裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 98ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝｷｿｰﾙ錠)
02ﾋｰﾄ変更，裏AKT削除

硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ｱﾀﾞｯｸｽ わかもと製薬 排尿障害改善剤 0208中止 9801ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 9710ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

02頃ﾋｰﾄ変更，裏LNC削
除

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg わかもと製薬 喘息治療剤 1103中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｻﾞ
ﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg わかもと製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg わかもと製薬 代謝性製剤 0103中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 淡黄 無 TAT錠50mg ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 利尿降圧剤 8907中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾋﾟﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ 20mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 鎮咳･去痰剤 8907中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃黄/無透明 ｲﾝﾒﾀﾝSR ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 8905中止
糖衣錠 白 無 ｴｲｼｽ錠 塩酸L-ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気道粘膜正常化剤 8907中止
糖衣錠 緑 無 ｵﾋﾟﾆｵﾝS錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 肝機能賦活･利胆剤 0204中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 黄 無 ｵﾋﾟﾆｵﾝ錠 ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 肝機能賦活･利胆剤 8905中止

CR ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｶﾙｿﾞﾙﾝG30 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

30mg 日本ﾍｷｻﾙ 血管強化･止血剤 0112中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡赤 無 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ錠｢ﾛｰﾗｰ｣ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 血管強化･止血剤 8906中止
糖衣錠 黄 無 ｸﾚﾏﾆﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9003中止

1mg
裸錠 白 有 ｺｰｸｽ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
1mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0704頃中止 0604ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ)

糖衣錠 淡赤 無 ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠12mg ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

ｻﾝﾄﾞ･三和化学研究所 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠)，
ﾋｰﾄ表12追加
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PPR COX 裸錠 白 無 ﾍﾟﾌﾟﾛｾﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 気道粘液溶解剤 9609中止 9503製造販売
元変更に伴い記号変更

糖衣錠 白 無 ﾏﾚﾐﾗﾝR錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 8906中止
RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｻﾞｰﾄ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾍｷｻﾙ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･

解熱剤
0101中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾅﾝﾀｰﾙ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 頻尿治療剤 8906中止
RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾅｶｰﾄ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日本ﾍｷｻﾙ 循環機能改善剤 0105中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
CAT-0.25μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ

ﾗｰ
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

CAT-0.5μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑 ｶﾙｼﾀﾐﾝ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 富士ｶﾌﾟｾﾙ-ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰ
ﾗｰ

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

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

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 9101中止

RJ 2
2mg

裸錠 白 有 ｺｰｸｽ2 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg ｻﾝﾄﾞ 循環改善剤 0703頃中止 0603ﾋｰﾄ裏

SANDOZ) 0601社名変更
(前:日本ﾍｷｻﾙ) 舌下錠

裸錠 白 有 ｻﾙﾀﾝ錠4 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 4mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気管支拡張剤 9003中止
RJ LAC-5:COX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｸﾊﾟﾝ錠5 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ-ﾒｸﾄ 消化管鎮痙剤 9810中止 9503製造販売

再開 90中止
糖衣錠 淡青白 無 ﾚｼﾅﾐﾝS錠｢ﾛｰﾗｰ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 降圧剤 8907中止
裸錠 白 無 ﾒｼﾞﾅﾘｽｸ錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ めまい･平衡障害治療剤 8906中止
裸錠 黄 無 ｷｭｳﾃﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 代謝性強心剤 8906中止
裸錠 白 有 ﾒｼﾞﾅﾛﾝ-S錠 ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ めまい･平衡障害治療剤 8906中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/無透明 ｲﾝﾒﾀﾝSR25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 解熱鎮痛消炎剤 9305中止

HLC-25 COX 裸錠 白 無 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｺｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 脳血流障害改善剤 9606中止 9503製造販売
元変更に伴い記号変更

糖衣錠 橙赤 無 ﾘｻﾁﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍｷｻﾙ 冠循環増強剤 0108中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｶﾗｺｰﾙ錠30 塩酸ﾄﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 降圧剤 9101中止
糖衣錠 白 無 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 高脂血症，心身症(更年

期障害，過敏性腸症候
群)治療剤

0104中止 ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

HLC-50:COX 裸錠 黄 有 ﾊｲﾗｸﾀﾝ錠50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 日本ﾍｷｻﾙ 脳血流障害改善剤 9904中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾗﾅｶｰﾄ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 循環機能改善剤 8906中止
WHR 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透

明
ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

RJ 114-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄 ﾚﾑﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 消炎鎮痛剤 中止
RJ 124-A 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽｼﾞｳﾑｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 日本ﾍｷｻﾙ 鎮痙･鎮痛剤 0402中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
WHR 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｽﾛｰﾋﾞｯﾄﾞ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ﾛｰﾇﾌﾟｰﾗﾝﾛｰﾗｰ 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/白 ﾍﾟﾚｶﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 三井製薬工業 肝･胆道疾患治療剤 9209中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｺﾁｵﾝ錠 丸善製薬-日本ｹﾐﾌｧ 肝臓疾患用剤 0803中止 0309ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9807ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾄﾉｰﾙ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ
ﾝ錯化合物

5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 胃潰瘍治療剤 0012中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96社
名，色変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾟﾛﾊﾟｺｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗血小板剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，ﾋｰﾄ（0303
迄） 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9604社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞﾁﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9902中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 920710
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製
薬

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

裸錠 白 有 ﾏｰﾚｽ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 高血圧･頻脈治療剤 0505中止 0301ﾋｰﾄ変更
裸錠(長円形) 白～淡黄(灰

白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄） 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960614収載

裸錠 白 有 ｱｰﾚﾙ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9909中止 9604社名変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｾﾉｰﾙ 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾙｷﾞｰ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 鎮痛･抗炎症剤 9902中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9901ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

Tw 206 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾄｰ ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 東和薬品 抗血小板剤 080704収載
Tw 524:100 裸錠 白～微黄 有 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100mg

｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg 東和薬品 不整脈治療剤 100528収載

Tw 510:2.5 口腔内崩壊錠 淡黄 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

Tw 513:5 口腔内崩壊錠 淡黄 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

Tw 735:2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

Tw 737:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
持続性Ca拮抗剤

080704収載

Tw 333:50 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛﾘﾝ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 東和薬品 高尿酸血症治療剤 101119収載
Tw 180:10 裸錠 白 無 ｲｿﾆﾄｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 東和薬品 狭心症治療剤 100528収載
Tw 724 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢

ﾄｰﾜ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 東和薬品 消化管運動賦活剤 080704収載

Tw 023:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

Tw 021:2.5 裸錠 白 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

Tw 022:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

081107収載

Tw 332 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

101119収載

Tw734:1 0 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

Tw 733:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 東和薬品 持続性選択H1受容体拮
抗剤

080704収載

Tw 225:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠10 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 10mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 1012本体ｺｰﾄﾞ変更，ﾋｰﾄ
若干変更

Tw 210 裸錠 白 無 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 東和薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 1011発売
Tw 534 裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ錠1.25mg｢ﾄｰ

ﾜ｣
ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 東和薬品 経口血糖降下剤 101119収載

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

101119収載

Tw 353:3 裸錠 微黄白 有 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3mg 東和薬品 ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口血糖
降下剤

101119収載

Tw 242:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 東和薬品 心身安定剤 101119収載
Tw 033:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾗｻﾞﾍﾞｰｽ錠0.25mg ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg(無水

物として)
東和薬品 持続性ACE阻害剤 100528収載

Tw 334 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠100mg｢
ﾄｰﾜ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 東和薬品 虚血性心疾患治療剤 081107収載
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Tw 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
Tw 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 東和薬品 精神神経用剤 090515収載
Tw428  Tw428 Tw428 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 東和薬品 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤 除等） 06収載･販売され
ていたが特許上の問題
から07に中止されていた

Tw 327 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 有 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 10mg 東和薬品 睡眠障害改善剤 090515収載
Tw 525:0.1 口腔内崩壊錠 白 無 ﾀﾑｽﾛﾝOD錠0.1mg 塩酸ﾀﾑｽﾛｼﾝ 0.1mg 東和薬品 前立腺肥大症の排尿障

害改善剤
100528収載

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

100528収載

Tw 730:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
20mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 20mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 090515収載

Tw 725:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ﾄｰﾜ｣

ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 080704収載

Tw 434 Tw 434 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾁｱﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 5mg 東和薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 101119収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/類白 ﾃﾌｼｰﾙ･C ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東和薬品 抗悪性腫瘍剤 旧品名(0612迄)，商品名

変更に伴い(新:ﾃﾌｼｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ200mg) 0304ﾋｰﾄ裏

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/類白 ﾃﾌｼｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東和薬品 抗悪性腫瘍剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾌｼｰﾙ･C)

Tw 396 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 東和薬品 循環機能改善剤 090515収載
Tw 257 裸錠 白 有 ﾄﾗﾝﾄｰﾜ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 東和薬品 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
080704収載

Tw 146:25 錠剤 白～淡黄 有 ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 東和薬品 尿酸排泄薬 090515収載
Tw 236 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 東和薬品 持効性Ca拮抗剤 1101ﾋｰﾄ若干変更
Tw 008 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾙﾃﾞｹﾝR錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 東和薬品 抗てんかん剤，躁病･躁

状態治療剤
101119収載

Tw 745:80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ錠80mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg 東和薬品 前立腺癌治療剤 100528収載
Tw432  Tw432 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/薄緑 ﾌｧﾝﾐﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 東和薬品 不整脈治療剤 090515収載
Tw 313 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 50mg 東和薬品 抗ﾘｳﾏﾁ剤 080704収載

3μ g:3μ 軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾌﾟﾗﾁﾋﾞｯﾄｶﾌﾟｾﾙ3μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 東和薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1005発売
Tw429  Tw429

mg:112.5 mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/

白～帯黄白
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾄｰﾜ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 東和薬品 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤-
気管支喘息治療剤-

081107収載

Tw 270:8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆﾄｰﾜ錠8mg 塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 8mg 東和薬品 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

080704収載

Tw 751 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠5mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 東和薬品 消化管運動改善剤 101119収載
Tw 031:15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg

｢ﾄｰﾜ｣
塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
080704収載

Tw 032:25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾄｰﾜ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 東和薬品 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

080704収載

Tw 710:250
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁｽﾀ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 東和薬品 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

0905ｺｰﾄﾞ変更

Tw 517:10 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
Tw 515:5 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 東和薬品 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ﾄｰﾜ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg｢ﾄｰ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東和薬品 代謝性強心剤 101119収載
Tw 300:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｽﾌﾟｼﾞﾝ錠0.5mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 0.5mg 東和薬品 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 100528収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点入り)

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 東和薬品 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 090515
収載

Tw 352:3 口腔内崩壊錠 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 101119収載
Tw 013:1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 東和薬品 抗精神病剤 090515収載
Tw 015:3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 東和薬品 抗精神病剤 081107収載
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Tw 020:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

東和薬品 広範囲経口抗菌製剤 090515収載

Tw431  Tw431
mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛｷｾﾀｰﾄｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 37.5mg 東和薬品 H2受容体拮抗剤 081107収載

Tw 531:0.5 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠0.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
Tw 532:1 裸錠 白 有 ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 東和薬品 経口抗凝血剤 1011発売
Tw 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾋﾞﾗｽ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ製薬-東和薬品 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載 以前ﾒｸﾄが

販売していたﾋﾞﾗｽ錠(酪
酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ)とは成分が

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾊﾞﾒｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 東邦新薬 消化性潰瘍治療剤 中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾊﾞﾗｰｾﾞS 東邦新薬 消化酵素製剤 中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東邦新薬 代謝性強心剤 04頃中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄乳白/微

黄乳白
ﾃﾞｶﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東邦新薬 代謝性強心剤 04頃中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 微黄乳白/微
黄乳白

ﾄﾎﾌｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 東邦新薬 抗悪性腫瘍剤 中止

裸錠 黄 無 ﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠5 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 東邦新薬 代謝性強心剤 中止
裸錠 黄 無 ﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東邦新薬 代謝性強心剤 中止

G201 糖衣錠 白 無 ﾊｲﾊﾟｰﾁｰﾑ 東邦新薬 消化酵素剤
削除)

糖衣錠 赤橙 無 ﾊﾟﾑｾﾞﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 東邦新薬 冠循環増強剤 中止
糖衣錠 赤橙 無 ﾊﾟﾑｾﾞﾝ25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 東邦新薬 冠循環増強剤 中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/象牙 ｼﾊﾞﾗｰｾﾞA 東邦新薬 消化酵素製剤 中止
糖衣錠 白 無 G･I･R(ｼﾞｰ･ｱｲ･ｱｰﾙ)錠 同仁医薬化工 ｽﾄﾚｽ胃腸病治療剤 中止
糖衣錠 黄 無 ｹｰｼﾞｵﾝ糖衣錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 92頃中止
糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾛｼﾞﾝ2 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 同仁医薬化工 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 中止
糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞﾉﾎﾘﾝ錠 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 20mg 同仁医薬化工 ATP製剤 中止
糖衣錠 白 無 ｱﾄﾗﾝﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 同仁医薬化工 冠血管拡張剤 中止
糖衣錠 青緑 無 ｴﾙｶｽﾄSS ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 50mg 同仁医薬化工 軟部腫脹治療剤 0207中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾋﾟｼﾞｽﾄ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 同仁医薬化工 脳代謝機能改善剤 96中止
糖衣錠 赤 無 ｱﾄﾗﾝﾁﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 同仁医薬化工 冠血管拡張剤 中止
裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 940527

収載
裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 9807ﾋｰﾄ表裏商品名記載

(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9610まで) 940527

収載
裸錠 白 有 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 0101割線入 9807ﾋｰﾄ表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｷﾉﾄﾐﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0807中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ｷﾉﾄ
ﾐﾝ錠)，本体ｺｰﾄﾞ追加

腸溶性糖衣 白 無 ｾﾞｵﾁﾝ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 粘膜疾患治療･去痰剤 030704収載(品名変更
前：ｾﾞｵﾁﾝ錠)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

淡紅 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠60mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

60mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾅｲｸﾘﾝ錠50mg ﾆｺﾁﾝ酸 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾆｺﾁﾝ酸製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｸﾘﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾊﾞﾛﾒﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺障害改善剤 0802中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾊﾞﾛ
ﾒﾀﾝ)，本体ｺｰﾄﾞ追加

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

薄橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白(薄灰ない
し淡黄の斑

無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(9609迄)

裸錠 白(薄灰ない
し淡黄の斑

無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾃﾞｯﾄ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口糖尿病用剤 0908ﾋｰﾄ若干変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｾﾙｷﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 脳循環代謝改善剤 9907中止 9702ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
耳:O.S.T.ﾐｯｸｽ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 桃/白 O･S･T･ﾐｯｸｽ，ｶﾌﾟｾﾙ 帝三製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB配合剤 0101中止 99ﾋｰﾄ耳変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青 無 ｱﾄﾘﾌﾟﾀｰﾙ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 帝三製薬 情動調整剤 0011中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾄﾘﾌﾟﾀｰﾙ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 帝三製薬 情動調整剤 0011中止

NO 12 裸錠 白 無 ﾅｵｷｼｰﾙ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 帝三製薬 筋緊張性疼痛疾患治療 0112中止
裸錠 白 有 ﾚﾏｼﾞｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 帝三製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0005中止

AT 21 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠T50mg ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 帝三製薬 β 遮断剤 0112中止 920710収載
MI 21 裸錠 白 有 ﾐﾉﾄﾞｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 帝三製薬 高血圧･不整脈治療剤 9701中止
JI 214 裸錠 白 有 ｼﾞﾝｻｰﾙ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 帝三製薬 血圧降下剤 9707中止

糖衣錠 橙 無 ﾀﾞｲﾄﾛｿﾞﾝCR錠 帝三製薬 血圧降下剤 9304中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ﾓﾃﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 帝三製薬 高血圧･狭心症治療剤 9110中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠T250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 帝三製薬 高脂質血症治療剤 0010中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾅｲｷﾉｰﾙ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 帝三製薬 脳循環代謝改善剤 9809中止 920710収載

M2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾛｲｼﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 帝三製薬 微小循環改善剤 9304中止
IS 23 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲｽﾁﾉﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 帝三製薬 消化管運動調律剤 0010中止 920710収載
MD 24 裸錠 白～微黄 無 ﾒﾄﾞﾝｻﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 帝三製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 0205中止
A394 裸錠 白 有 ｱﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 帝三製薬 高尿酸血症治療剤 0012中止

γ -399 糖衣錠 黄 無 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ錠｢第三｣
50mg

ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 帝三製薬 代謝性製剤 中止

糖衣錠 青 無 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ錠100mg｢ﾀﾞｲｻ ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 帝三製薬 解毒剤 9304中止
SYT072 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｴﾙｹｰｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 三恵薬品 胃炎･胃潰瘍治療剤 0404中止 950707収載
SYT053 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ｹｲﾗｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ 三恵薬品・中北薬品 消化酵素剤 0203本体記号変更（053

追加）
SW 157 糖衣錠 桃 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ｻﾜｲ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ

A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

沢井製薬 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)

SW-327 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/暗赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150｢ｻﾜ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 沢井製薬 結核治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

SS 108 SS108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾁｵｰﾙ錠80 L-ｼｽﾃｲﾝ 80mg 久光製薬 L-ｼｽﾃｲﾝ製剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ

除) 9611ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SS 112 SS112 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾎﾞｰﾙSRｶﾌﾟｾﾙ37.5 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 久光製薬 持続性鎮痛･消炎剤 0504承継(ｴｽｴｽ製薬よ
り) 010907収載(商品名の
変更 前:ﾅﾎﾞｰﾙSRｶﾌﾟｾﾙ)

SS 124 SS124 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/無透明 ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾆｽｷｬｯﾌﾟ dl-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐ
ﾝ

8mg ｴｽｴｽ製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0209中止 9709本体，ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

SS 220 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾋﾟｱﾃｯｸｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｴｽｴｽ製薬 持続性消炎･鎮痛･解熱 9307中止
SS 222 裸錠 微黄 有 ﾋﾟｱﾃｯｸ錠 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ｴｽｴｽ製薬 持続性鎮痛･消炎剤 0209中止 920710収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 暗褐 ﾊｲﾃｲｸﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾋﾄﾞﾛﾀｷｽﾃﾛｰﾙ 0.125mg 日本ｻﾉﾌｨ-鳥居薬品 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝDｱﾅﾛｸﾞ製剤 9807中止 9507輸入元社
名変更

Th 178:1.5 裸錠 白 有 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠｢BMT｣1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神病治療剤 92中止
Th 141 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾌﾗｰﾙ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止
Th 142 裸錠 白 有 ﾅﾛｯﾌﾟ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消炎鎮痛剤 92中止

裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾁﾛﾝS錠 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 鎮痛剤 91中止
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裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠｢BMT｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 催眠鎮静剤 92中止
Th 170 裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠｢

BMT｣
ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 精神神経用剤 92中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ色/ｸﾘｰ
ﾑ色

ﾏﾀﾞﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化酵素剤 92中止

裸錠 橙黄 無 ﾍﾟﾘｸﾛﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 血管強化止血剤 92中止

Th602 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/赤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ｢BMT｣ ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗生物質 91中止
Th801 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾙﾈﾋﾞﾝ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 消化性潰瘍治療剤 91中止

糖衣錠 淡赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠10mg 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止
糖衣錠 赤 無 ﾃﾞｲﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰﾏﾝﾊｲﾑ 抗うつ剤 92中止

K 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ) 990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

K 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｷｻﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ 持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

0601社名変更，ﾋｰﾄ裏記

SANDOZ)  990709収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

PN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾋﾟｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾝﾄﾞ 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾊﾟﾅ
ﾋﾟｼﾞﾝ錠)

R 137 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾛﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｻﾝﾄﾞ 切迫流･早産治療剤
SANODZ 5mg)削除

LG 裸錠 白 無 ｻﾉﾚｯｸｽ錠0.5mg ﾏｼﾞﾝﾄﾞｰﾙ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

食欲抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9710ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920828収載

BD 裸錠 淡赤 無 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠0.5mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

作用持続性高血圧症治
療剤

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収載

SANDOZ:X J 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 淡赤 有 ｻﾝﾄﾞﾉｰﾑ錠1mg ﾏﾛﾝ酸ﾎﾞﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

作用持続性高血圧症治
療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930528収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾅﾎﾞﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ﾄﾛﾋﾟｾﾄﾛﾝ 5mg（ﾄﾛﾋﾟｾﾄ
ﾛﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ･協和発酵
工業

5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

旧ｺｰﾄﾞ(0706迄) 0211ﾋｰﾄ
変更 971212収載

2.5mg：XC 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)

9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

L P 裸錠 白～淡黄白 有 ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ
ﾅﾌｨﾝとして)

日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 970912収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

10mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ10mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)
0307ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

25mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾈｵｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0612迄)
0305ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

50mg 軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄白 ﾈｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤(ｶﾙｼﾆｭｰﾘﾝｲ
ﾝﾋﾋﾞﾀｰ)

旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)
0306ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 000512収載，ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

片頭痛治療剤 旧ﾋｰﾄ（0307迄） 9709ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9403ｺｰﾄﾞ，色変更
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198 糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 片頭痛治療剤 旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615
迄)，商品名変更に伴い
(新:ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ錠) 0307ﾋｰ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 脳循環･代謝改善剤 9903中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

腟錠(楕円形) 白 有 ﾘﾉﾝ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 1mg 佐藤製薬 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤(腟炎等) 0001中止 920710収載
糖衣錠 白 無 ﾌｪｽｺﾘﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ)
解熱鎮痛消炎剤 9109中止

軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｽﾄﾏｻﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 藤沢ｱｽﾄﾗ(現社名:ｱｽﾄﾗ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ)

胃炎･消化性潰瘍治療剤 9303中止

FZ-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｺﾝｻｰﾄ｢ｶﾌﾟｾﾙ｣ ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ，ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 富士ﾚﾋﾞｵ 降圧利尿剤 9302中止
FZ 24 FZ24 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｽﾃﾞｶﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 頻尿治療剤 0009中止 0006製造元変

更 9709ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

FZ 25 FZ25 50mg:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾒﾝﾄｰﾙ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環機能改善剤 0208中止 0006製造元変
更 9801ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

FZ 26 FZ26 100mg:100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾓﾒﾝﾄｰﾙ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 循環機能改善剤 0208中止 0006製造元変
更 9711ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

FZ 52 FZ52 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛｯﾄS錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 肝疾患治療剤 0105中止 0006製造元変
更 9706ﾋｰﾄ変更，裏商品
名記載

糖衣錠 橙赤 無 ﾘﾎﾟﾙｼﾞﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 富士ﾚﾋﾞｵ 冠血管拡張剤 9302中止
FZ 74 裸錠(ｵﾌﾞﾛﾝｸﾞ

型)
淡黄 有 ﾅﾘｼｼﾞﾝ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 富士ﾚﾋﾞｵ 狭心症治療剤 9203中止

裸錠 白 無 ｺﾙﾎﾟ錠 γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 藤永製薬 脳機能代謝調整剤 9503中止

赤線2本 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙD 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 旧ﾋｰﾄ(0904迄)
D:D 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙD配合錠 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙD)
0904ﾋｰﾄ変更（SP→PTP）

緑線2本 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙE 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 旧ﾋｰﾄ(0904迄) 0704社名
変更(統合に伴い，前:三

E:E 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙE配合錠 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙE)
0904ﾋｰﾄ変更(SP→PTP）

白線2本 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙF 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 旧ﾋｰﾄ(0904迄) 0704社名
変更(統合に伴い，前:三

F:F 裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙF配合錠 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙF)
0904ﾋｰﾄ変更(SP→PTP）

裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾑﾛﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 藤永製薬 抗てんかん剤 9909中止
PG0.5:0.5mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ）

PG1:1mg 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 藤永製薬-第一三共 精神安定剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0209ﾋｰﾄ裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号削除

L1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠100mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9712ﾋｰﾄ変更
940708収載
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L2:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠200mg 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 藤永製薬-第一三共 躁病･躁状態治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0304ヒート
裏記号削除，商品名記載
（ｶﾀｶﾅ） 9801ﾋｰﾄ変更
940708収載

P3 裸錠 白 有 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 30mg 藤永製薬-第一三共 催眠･鎮静･抗けいれん 0904ﾋｰﾄ変更(SP→PTP）
裸錠 白 無 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴

い，前:三共) 9805ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ化

H100 裸錠 白 有 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 抗てんかん剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0204ﾋｰﾄ裏
記号削除 9905ﾋｰﾄ変更，
9807本体変更

L100 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠100mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 0207ﾋｰﾄ裏
商品名記載，記号削除
980710収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾋﾟﾚﾅｰﾄ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 藤永製薬 抗てんかん剤，躁病・躁
状態治療剤

旧包装（0407迄） 0306ﾋｰ
ﾄ変更，商品名記載等

L200 裸錠 白 有 ﾚｷｼﾝ錠200mg ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 200mg 藤永製薬-第一三共 向精神作用性抗てんか
ん剤，躁状態治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共) 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ﾚ
ｷｼﾝ錠)

S 050 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｲﾛﾐｱ錠 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

富士製薬工業 鉄欠乏性貧血治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9601まで) 940708
収載

L○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 糖衣錠 白 無 ｱｽｿﾞｰﾙ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 富士製薬工業 ﾄﾘｺﾓﾅｽ症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 9603ﾋｰﾄ

U○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 有 ｱﾙｼﾄｼﾝ錠 ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 富士製薬工業 真菌症治療剤 0005中止 9603ﾋｰﾄ変更

E○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 9307中止

FJ 02 裸錠 白 有 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 0108本体
刻印(FJ02)，割線入

腟錠 白 無 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ腟錠 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 富士製薬工業 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ﾃﾞｰﾀ(04頃迄) 01商品

腟錠 白 無 ｴﾙｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌製剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 0108商品

裸錠 白 無 ｴﾙﾊﾞｯｸｽ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 富士製薬工業 乳癌治療剤

H○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 無 ﾃﾞｭﾗﾐﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 5mg 富士製薬工業 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ製剤 9210中止

腟錠 白 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ腟錠 ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ(0109頃迄)，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96**変

裸錠 白 無 ﾊｲｾﾁﾝ腟錠 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗生物質 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 9511変更

G○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 淡桃 有 ﾊｲﾁｵﾝB12錠 ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.1mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9210中止

FJ 04 裸錠 黄 無 ﾊﾘｿﾞﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 富士製薬工業 抗真菌性抗生物質 旧ﾋｰﾄ（0211迄) 0111本

IN 100 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV100 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 富士製薬工業 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9511変

IN 300 腟錠 白 無 ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV300 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 300mg 富士製薬工業 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9511変
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裸錠 白 有 ﾋﾞﾀﾐﾝB6錠F 塩酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ 30mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9607商品

FJ 03 裸錠 白 有 ﾌｪﾐﾛﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 富士製薬工業 排卵誘発剤 旧ﾋｰﾄ（0305迄） 0110刻
印(FJ03)追加 9601ﾋｰﾄ変

D○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで)

FJTD 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業-ﾜｲｽ，武
田薬品工業

経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄) 0312
社名変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾝ

FJTB:5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

5mg 富士製薬工業 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0609迄) 0112ﾋｰﾄ
裏商品名記載，ｺｰﾄﾞ削除
010907収載(品名変更)

C○○○(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ2文字 裸錠 灰褐 無 ﾏｲﾀｼﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 富士製薬工業 合成抗菌剤 9210中止

FJTJ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 茶 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
錠0.125mg｢F｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 富士製薬工業 子宮収縮止血剤 0806商品名変更(前:ﾏﾚｲ
ﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠F)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐 ﾒﾋﾟｼｵﾝ5mg ﾒﾋﾟﾁｵｽﾀﾝ 5mg 富士製薬工業 経口腎性貧血用剤･抗乳
腺腫瘍剤

9512中止 940708収載

裸錠 白 無 ﾗｸﾁﾙ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 富士製薬工業 流早産防止･鎮痙剤 0002中止 9508ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾒﾄﾗｰｸ錠 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 富士製薬工業 切迫流･早産治療剤 旧ｺｰﾄﾞ，本体(0405迄)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ﾒﾅｰﾂｶﾌﾟｾﾙ ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 5mg 富士製薬工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK製剤 9307中止 920710収載

B 25 裸錠 白 有 ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg 富士製薬工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 9511ﾋｰﾄ

ｺｰﾄﾞ化
M 50 裸錠 微黄白 無 ﾒﾉﾎﾟｻﾑ錠 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 富士製薬工業 自律神経調整剤 0011中止 9605ﾋｰﾄ変更

FD100：100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞｲﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 富士製薬工業 子宮内膜症・乳腺症治療
剤

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾀﾞｲﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 子宮内膜症治療剤

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠200mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 200mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ（0110ﾋｰﾄ
HIS200mg削除，商品名

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊｲｼｼﾞﾝ錠500mg ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg 富士製薬工業 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 旧ﾋｰﾄ(0202ﾋｰﾄ商品名記

HD-141 裸錠 淡黄 有 ｿﾚｿﾞﾘﾝ錠(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
HD-179 裸錠 白 有 ﾄﾗｷﾐﾝ錠(1.5mg) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 菱山製薬 精神病治療剤 9012中止
HD-183 裸錠 白 有 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 菱山製薬 消炎･鎮痛剤 0010中止
HD-209 裸錠 白 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ｺｰﾄﾞ(0401迄) 0304社

名変更（前：菱山製薬）
HD-210 5mg：5mg 裸錠 黄 有 ﾊﾟｰﾙｷｯﾄ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧本体（0401迄） 0304社

名変更（前：菱山製薬），
ﾋｰﾄ変更

HD-226 裸錠 橙黄 有 ﾋﾞｰﾂﾋﾞﾀﾝ錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 菱山製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 9411中止
HD-251 裸錠 類白 有 ﾌﾟﾛﾊﾟｯﾄ錠 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
HD-304 裸錠 白 有 ﾏｶｼｰA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降

圧剤
旧本体，ｺｰﾄﾞ（0406迄）
0304社名変更（前：菱山
製薬）

HD-025 裸錠 白 無 ｲﾝﾄﾗｯﾌﾟ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 菱山製薬 持続性消炎･鎮痛剤 9702中止 940708収載
HD:HD-204 錠剤 白 有 ﾊｲﾄﾞﾌﾞﾛｷ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 菱山製薬 気道潤滑去痰剤 9611中止 920710収載
HD-222 裸錠 黄 有 ﾋｼﾌｪﾘﾝS錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 菱山製薬 循環増強剤 02頃中止
HD-233 裸錠 淡緑 有 ﾋｼｸﾛﾋﾟﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2.5mg 菱山製薬 降圧･抗不整脈剤 0002中止
HD-234 裸錠 淡黄 有 ﾋｼﾒｰﾙ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 菱山製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 96中止
HD:HD-254 裸錠 白 有 ﾌﾗﾎﾞｲﾄﾞ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ

ﾝとして)
菱山製薬 α 遮断剤 0002中止 900713収載
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HD:HD-255 裸錠 薄橙 有 ﾌﾗﾎﾞｲﾄﾞ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ
として)

菱山製薬 α 遮断剤 0002中止 900713収載

HD-266 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 旧本体(0412) 0304社名
変更（前：菱山製薬）

HD-366 裸錠 類白 有 ﾚｼﾅﾐﾝ錠｢ﾋｼﾔﾏ｣ ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 菱山製薬 血圧降下剤 96中止
糖衣錠 朱 無 ﾁﾙｺﾗﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 阪急共栄物産 冠血管拡張･抗狭心症剤 8403中止
裸錠 白 有 ﾉｶﾛｰﾙ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 阪急共栄物産 高血圧・不整脈治療剤 9312中止
裸錠 白 無 ﾎﾞﾆﾄﾐﾝ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 阪急共栄物産 動脈硬化用剤 9210中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾐﾙﾅｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 阪急共栄物産 消炎鎮痛剤 9609中止
裸錠 黄 無 ﾗｸﾄﾊﾟﾙﾑ錠25 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 阪急共栄物産 利尿降圧剤 95中止
裸錠 白 無 ﾗﾌﾞﾁｰﾑ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 消炎酵素剤 0409中止 0212分社（阪

急共栄物産より）
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾗﾌﾞﾃﾁﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 阪急共栄物産 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9712中止
裸錠 白 無 ﾘﾋﾟﾄﾞﾓｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 阪急共栄物産 動脈硬化･末梢循環改善

剤
0002中止

HK008 裸錠 白 無 ﾐﾙﾏｸﾞ錠350mg 水酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 0.35g ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ-高田製薬，
共和薬品工業

緩下･制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾐﾙﾏｸﾞ錠)

糖衣錠 白 無 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ錠(阪急) ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 阪急共栄物産 ﾄﾘｺﾓﾅｽ症治療剤 9603中止
糖衣錠 白 無 ﾂﾖｶ錠20 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 阪急共栄物産 肝臓疾患用剤 9904中止
糖衣錠 桃 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠250(阪急) ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 阪急共栄物産 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0108中止
裸錠 白 無 ｸｴﾝ酸ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾀﾝ錠

15(阪急)
ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 阪急共栄物産 非麻薬性鎮咳剤 0109中止

裸錠 白 有 ﾊﾝｸﾍﾞﾘｰ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 阪急共栄物産 気管支拡張剤 9609中止
HK-208 糖衣錠 白 無 ﾊﾝｸﾊﾞｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 阪急共栄物産 末梢神経障害改善剤 0002中止 9709ﾋｰﾄ裏変

HK-209 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾛﾀﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 頻尿治療剤 0411中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK-210 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾝｸﾁｰﾑE錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 血管代謝改善剤 0409中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK-211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/黄透明 ｺﾝｸﾀｰｾﾞAｶﾌﾟｾﾙ ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 総合消化酵素剤 0411中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK-212 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾝｸﾀｰｾﾞF錠 ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 総合消化酵素剤 0411中止 0212分社（阪
急共栄物産より）

HK216 HK-216 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/無透
明

ﾗﾌﾞﾉｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｴﾑｼﾞｰﾌｧｰﾏ 虚血性心疾患治療剤 0106中止 9711ﾋｰﾄ裏変

裸錠 白 無 ｼｰﾍﾞﾅ錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大正薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9010中止
TYK191 100 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
TYK192 200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾞﾙﾘﾅｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 大正薬品工業 子宮内膜症治療剤 9704中止 920710収載
TYK231 20 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売

9903中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
TYK232 40 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0707中止 0004再販売

9903中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化

成)
ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101

商品名変更
裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101

商品名変更
裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成工業 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾓｽ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 旭化成工業 不整脈用剤 0102中止 9706ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾛｶﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｲｿｱﾐﾆﾙ 40mg 旭化成工業 鎮咳剤 9410中止
裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭化成) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9410まで) 920101

商品名変更
裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9305まで) 920101

商品名変更
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糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9710
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ
ﾘｰ

結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 0107中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ
ﾘｰ

結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9912中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
裸錠 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
裸錠 白 有 ﾌﾞｲｶﾙ錠K(旭化成)20万

単位
ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ
ｳﾑ

20万単位 旭化成工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 9206中止 920101商品名
変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙ錠250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

0310社名変更 0110ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

橙 有 ｼﾝｸﾙ錠500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 旭化成工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

9410中止

糖衣錠 白 無 ﾛｲｺﾏｲｼﾝ錠<200mg> ｷﾀｻﾏｲｼﾝ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0601頃中止 0310社名変
更 9708ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9308本体変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

明灰 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽL錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

250mg，
125mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡褐 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽP錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

62.5mg，
31.25mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明灰 無 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽ錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙSR錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成 持続性経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘ
ﾝ系抗生物質

0107中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
裸錠 白 有 ﾏｽﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ｼｵｴ製薬 持続性抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9811中止
糖衣錠 白 無 ﾛｸﾛﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg ｼｵｴ製薬 筋緊張性疾患治療剤 0003中止 940708収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝｼｵｴ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｼｵｴ製薬 脳血流促進剤 9905中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼｸﾗﾝｼｵｴ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ｼｵｴ製薬 脳･末梢血流改善剤 9604中止

耳:F-LASE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/橙透明 ｴﾌﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ ｼｵｴ製薬 総合消化酵素剤 0003中止
耳:F-SMIN Tab.S 裸錠 緑 無 ｴﾌｽﾐﾝ錠S ｼｵｴ製薬 胃炎･消化性潰瘍治療剤 9210中止

糖衣錠 白 無 ﾌｪﾙﾏｺｰﾙ錠50 ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg ｼｵｴ製薬 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ剤 9306中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/帯赤白 ﾈｵ･ｴﾌﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ ｼｵｴ製薬-日本新薬 総合消化酵素剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾈｵ･ｴﾌﾗｰｾﾞｶ
ﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｵｴﾁｰﾑ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 ｼｵｴ製薬 血管代謝改善剤 9806中止 900713収載
裸錠 白 有 ﾌｪﾙﾏｷｼﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 2mg ｼｵｴ製薬 脳･末梢循環障害改善剤 9905中止 舌下錠
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｴﾁｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｼｵｴ製薬 微小循環系賦活剤 9905中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｼｱｽ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ｼｵｴ製薬 脳循環代謝改善剤 9905中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾎﾟｽ錠 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ｼｵｴ製薬 循環機能改善剤 9905中止 900713収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾌｿｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｼｵｴ製薬 虚血性心疾患治療剤 9701中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙｽﾎﾝ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg ｼｵｴ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
9908中止 920710収載

糖衣錠 白 無 ﾊﾞｽﾌﾞﾛｰﾁ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ｼｵｴ製薬 心･脳疾患治療剤 9905中止 920710収載
糖衣錠 白 無 ｲｰﾍﾞｯﾄ錠 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｼｵｴ製薬 循環機能改善剤 9905中止 940708収載
裸錠 白 有 ﾀﾝﾄｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ｼｵｴ製薬 気道潤滑去痰剤 0111中止 940708収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙｶｰｾﾞｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 H2受容体拮抗剤 0907ﾋｰﾄ表200mg追加

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾙｶｰｾﾞｯﾄ錠)

裸錠(長円形) 白～帯黄白 有 ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠5mg｢ｼｵ ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 5mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 鎮咳剤 0708発売

SIOE 100
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ錠ｼｵｴ100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg ｼｵｴ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 0504ﾋｰﾄ変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾌｽﾞﾚﾝK錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg ｼｵｴ製薬-日本新薬 徐放性ｶﾘｳﾑ剤 1010中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ｴﾌ
ｽﾞﾚﾝK錠)

裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｱｽｷﾗｰ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg ｼｵｴ製薬 合成抗菌剤 9305中止

259
軟ｶﾌﾟｾﾙ 乳白～淡ﾍﾞｰ

ｼﾞｭ
ﾍﾓｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ 200mg 天藤製薬-武田薬品工業 経口痔核治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾓｸﾛﾝ)
糖衣錠 赤 無 ｶｲﾓﾗｰﾙ 50000ｱｰﾏｰ

単位
東京田辺製薬 抗腫脹酵素剤 9105中止

HIBON 裸錠(楕円形) 黄～淡褐黄 無 ﾊｲﾎﾞﾝ錠20mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾊｲﾎﾞﾝ

糖衣錠 白 無 ﾚﾅﾙﾁﾝ錠 肝臓加水分解物 100mg 東京田辺製薬 肝水解物製剤 9508中止 9402ﾋｰﾄ変更
(SP->PTP)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾘｽ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 東京田辺製薬 消炎鎮痛剤 9303中止
CF 裸錠 白 無 ｺﾘﾝﾎｰﾙ錠2.5mg 塩酸ﾒﾁｷｾﾝ 2.5mg 田辺三菱製薬 ﾁｵｷｻﾝﾃﾝ系薬剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾘﾝﾎｰﾙ錠)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗｽﾓﾝ 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 痙縮緩解剤 0112中止 0110社名変更

削除
LA 裸錠 白 有 ﾗｸﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 東京田辺製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで)

裸錠 白 有 ﾗｸﾚﾁﾝ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ
として)

三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0405中止 0110社名変更
9906変更(製造元変更の
為)

ET 裸錠 白 無 ｴﾁｱｻﾞｲﾄﾞ錠 ｴﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 東京田辺製薬 降圧利尿剤 9605中止
糖衣錠 白 無 ﾏﾝﾚｰﾄ錠 ｸｴﾝ酸ﾆｶﾒﾀｰﾄ 50mg 東京田辺製薬 末梢血流改善剤 9502中止 9310本体刻印
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾙﾋﾞﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 東京田辺製薬 心筋代謝改善剤 9312中止
裸錠 白 有 ｶﾙｸﾚｯﾄ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 東京田辺製薬 高血圧･洞性頻脈治療剤 9403中止
裸錠 白 有 ﾍﾞﾗﾁﾝ錠1mg 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 田辺三菱製薬 閉塞性気道疾患用剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾗﾁﾝ錠)
EL 裸錠 白 無 ｴﾙﾌﾞﾛｰﾑ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 三菱東京製薬 喀痰溶解剤 0011中止

裸錠 帯黄白 有 ｱﾚｷﾞｻｰﾙ錠10mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 田辺三菱製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

裸錠 微黄白～帯
黄白

有 ｱﾚｷﾞｻｰﾙ錠5mg ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 田辺三菱製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

裸錠 白 無 ｳﾙｿｻﾝ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名，ﾋｰﾄ（0407迄)，
品名変更に伴い

50mg 50：50mg 50 裸錠 白 無 ｳﾙｿ錠50mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 50mg 田辺三菱製薬 肝･胆･消化機能改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 040709収載，
品名変更に伴い（前：ｳﾙ
ｿｻﾝ錠50mg）

裸錠 白 有 ｳﾙｿ100 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名，ﾋｰﾄ（0407迄），
品名変更に伴い

100mg 100：100mg 100 裸錠 白 有 ｳﾙｿ錠100mg ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 田辺三菱製薬 肝･胆･消化機能改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 040709収載，
品名変更に伴い（前：ｳﾙ
ｿ100）

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾗｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0312中止 0212ﾋｰﾄ変更
0110社名変更 9806ﾋｰﾄ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 東京田辺製薬 子宮内膜症，乳腺症治療
剤

9612中止 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠
100mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠100mg ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬 子宮内膜症･乳腺症治療
剤

ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 東京田辺製薬 子宮内膜症治療剤 9702中止 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠
200mgと本体ｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠200mg ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 200mg 田辺三菱製薬 子宮内膜症治療剤 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200と本体
ｺｰﾄﾞ同じ
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裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚﾆﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 東京田辺製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで)
裸錠 微黄 無 ﾌﾟﾚﾆﾊﾞｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症･癌治療剤 0312中止 0110社名変更

9905変更(製造元変更の
為)

腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
型)

白 無 ｵｷﾅｿﾞｰﾙ腟錠100mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 100mg 田辺三菱製薬 抗真菌剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｵ
ｷﾅｿﾞｰﾙV100)

腟錠(ｱｰﾓﾝﾄﾞ
型)

白 無 ｵｷﾅｿﾞｰﾙ腟錠600mg 硝酸ｵｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ(外) 600mg 田辺三菱製薬 抗真菌剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 060609収載
(商品名変更に伴い，前:ｵ
ｷﾅｿﾞｰﾙV600)

裸錠 黄～淡褐黄 有 ﾊｲﾎﾞﾝ錠40mg 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 020705収載
(商品名変更 前:ﾊｲﾎﾞﾝ錠

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 東京田辺製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9604まで) 900713
収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0112中止 0110社名変更
00ﾋｰﾄ表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

軟ｶﾌﾟｾﾙ 微黄白 ﾃﾞｨｰｽﾘｰｶﾌﾟｾﾙ1μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0112中止 0001ﾋｰﾄ記号
削除 9908ﾋｰﾄ変更(9612
以前のｺｰﾄﾞに戻した）

裸錠 白 有 ｱﾃﾞﾉｯｸ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬 尿酸生成抑制剤 1008中止 0710社名変更
（前：三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ）

COL 裸錠 白 無 ｺﾙﾋﾁﾝ錠 ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 抗痛風剤 0405中止 0110社名変更
20mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾙﾓﾝ錠20mg ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
肝機能改善剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾙﾓﾝ錠)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｱﾝﾀﾞﾝﾄｰﾙﾘｯﾁ 塩酸ｲｿﾁﾍﾟﾝｼﾞﾙ 12mg 住友製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 9602中止 9008変更

623
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

622
GlaxoSmithKline

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

050701販売移管(住友製
薬より) 980828収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

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

裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠1 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
裸錠 薄橙 有 ｹｾﾗﾝ錠1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ｹｾﾗﾝ錠3 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 住友製薬 精神障害治療剤 0306中止 0207ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 無 ｴﾘｽﾊﾟﾝ錠0.25mg ﾌﾙｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 0.25mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾘｽﾊﾟﾝ錠
0.25) 0201ﾋｰﾄ変更（英名
記載等）

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾋﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大日本住友製薬 消化性潰瘍治療剤，精
神･情動安定剤

0802ﾋｰﾄ裏50追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄｶﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 大日本住友製薬 精神･情動安定剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 大日本住友製薬 精神･情動安定剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大日本住友製薬 消化性潰瘍治療剤，精
神･情動安定剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠50)
0112ﾋｰﾄ英名記載

裸錠 白 無 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠0.5mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠0.5)
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裸錠 白 有 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1)

裸錠 薄橙 有 ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠2mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠2)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/淡黄 ﾅｰｼｽｶﾌﾟｾﾙ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬 抗不安剤 9007中止 ﾅｰｼｽ錠5と本
体ｺｰﾄﾞ同じ

糖衣錠 淡青緑 無 ﾅｰｼｽ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 住友製薬 抗不安剤 9609中止 ﾅｰｼｽｶﾌﾟｾﾙ5
と本体ｺｰﾄﾞ同じ

裸錠 薄橙 無 ｴﾘﾐﾝ錠3mg ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 3mg 大日本住友製薬 不眠症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘﾐﾝ錠3)

裸錠 薄橙 無 ｴﾘﾐﾝ錠5mg ﾆﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大日本住友製薬 不眠症治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾘﾐﾝ錠5)

裸錠 緑 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠1 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止 0212ﾋｰﾄ商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 0006ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

裸錠 青 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠10 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0112中止
裸錠 白 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠2 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止 0211ﾋｰﾄ商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 0003ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化等

裸錠 薄橙 有 ｾﾚﾝｼﾞﾝ錠5 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大日本住友製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0511中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠5mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 5mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｾﾃﾞｨｰﾙ錠5)
0201ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10 ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 旧ｺｰﾄﾞ(0208迄) 960906
収載 PTPｼｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝ 10mg 大日本住友製薬 ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗不安薬 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾃﾞｨｰﾙ錠10)
0208ｺｰﾄﾞ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾞﾌﾟｽｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg 大日本住友製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

0707ﾋｰﾄ記号変更(DPS-
>DOPS) 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞﾌﾟ
ｽｶﾌﾟｾﾙ100) 0208ﾋｰﾄ変

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞﾌﾟｽｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 200mg 大日本住友製薬 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ作動性神経
機能改善剤

0707ﾋｰﾄ記号変更(DPS-
>DOPS) 070615収載(商
品名変更に伴い，前:ﾄﾞﾌﾟ
ｽｶﾌﾟｾﾙ200) 0208ﾋｰﾄ変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾙｰﾗﾝ錠4mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 4mg(塩酸ﾍﾟﾛ
ｽﾋﾟﾛﾝとして)

大日本住友製薬 抗精神病剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙｰﾗﾝ錠4)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 有 ﾙｰﾗﾝ錠8mg 塩酸ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ水和物 8mg(塩酸ﾍﾟﾛ
ｽﾋﾟﾛﾝとして)

大日本住友製薬 抗精神病剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙｰﾗﾝ錠8)

裸錠 淡黄赤 有 ﾎﾟﾚｵﾝ錠 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 住友製薬 化学療法剤 9108中止
裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾈﾙ錠200 ｴﾁﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本住友製薬 骨代謝改善剤 14錠ﾋｰﾄには｢DID-200｣

記載なし 0205ﾋｰﾄ変更
0.15μ 裸錠 白 無 ﾌﾙｽﾀﾝ錠0.15 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.15μ g 大日本住友製薬-ｷｯｾｲ

薬品工業
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 010601収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
0.3μ 裸錠 白 有 ﾌﾙｽﾀﾝ錠0.3 ﾌｧﾚｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.3μ g 大日本住友製薬-ｷｯｾｲ

薬品工業
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 010601収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾒﾙﾋﾞﾝ錠 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 住友製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504頃迄) 02本

体およびﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化，錠
剤形状変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾙﾋﾞﾝ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 大日本住友製薬 ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系経口血糖降
下剤

1109中止 090324収載(商
品名変更に伴い，前:ﾒﾙﾋﾞ
ﾝ錠) 0803剤型変更(前:裸
錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP25 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 大日本住友製薬 鎮痛･解熱･抗炎症剤 020705収載(商品名変更
前:ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP)，ﾋｰﾄ商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）
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37.5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP37.5 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 37.5mg 大日本住友製薬 鎮痛･解熱･抗炎症剤 020705収載(商品名変更
前:ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP)，商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾊﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 住友製薬 鎮痛･解熱･抗炎症剤 0409中止 9710PTPｼｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化，裏商品名記載(ｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大日本住友製薬 H2受容体拮抗剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更（製造
元変更に伴い）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠400mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 400mg 大日本住友製薬 H2受容体拮抗剤 0504頃本体ｺｰﾄﾞ変更
裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟｸﾘﾝ錠200 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大日本住友製薬 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0201ﾋｰﾄ変更 9706PTP

ｼｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾀﾌﾟﾚﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 住友製薬 血圧降下剤 9208中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾘﾄﾞｰﾙ腸溶錠 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 100mg 住友製薬 脳血流障害改善剤 9904中止 9710PTPｼｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾊﾘﾄﾞｰﾙ腸溶錠50 ﾌﾏﾙ酸ﾍﾞﾝｼｸﾗﾝ 50mg 住友製薬 脳血流障害改善剤 9804中止 9706ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄緑透明 ﾄﾘﾃﾚﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ 50mg 京都薬品工業-大日本住

友製薬
利尿･血圧降下剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾘﾃﾚﾝ･ｶﾌﾟｾ
ﾙ) 9710PTPｼｰﾄ変更(TR
削除)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾄﾘﾃﾚﾝS ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ､ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 25mg，25mg 京都薬品工業-住友製薬 降圧利尿剤 9212中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 黄橙 ｱﾙﾃｽ ﾒﾘﾅﾐﾄﾞ 250mg 住友製薬-ﾃｲｺｸﾒﾃﾞｨｯｸｽ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ吸収抑制剤 0006中止
糖衣錠 薄橙 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整

脈治療剤，本態性振戦治
療剤

旧ﾋｰﾄ(1008迄)

糖衣錠 白 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

旧ﾋｰﾄ(1008迄)

糖衣錠 白 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠5 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

1008ﾋｰﾄ変更(ALM削除
等)

糖衣錠 薄橙 無 ｱﾙﾏｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症･不整
脈治療剤，本態性振戦治
療剤

1008ﾋｰﾄ変更(ALM削除
等)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗薬)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠2.5)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大日本住友製薬 高血圧症･狭心症治療薬
(持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗薬)

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰/無透明 ﾀﾞﾝ･ﾘｯﾁ 住友製薬 上気道炎治療剤 0312中止 9705PTPｼｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/無透
明

ﾄｸﾚｽｽﾊﾟﾝｽｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
30mg

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大日本住友製薬 鎮咳剤 0802ﾋｰﾄ裏30追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄｸﾚｽｽﾊﾟﾝｽｰ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0208ﾋｰﾄ変更，商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）等 020705収載
(商品名変更 前:ｹﾞﾌｧﾆｰﾙ
ｶﾌﾟｾﾙ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～黄 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

9704PTPｼｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄～黄 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ50 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0301ﾋｰﾄ変更 9705PTP
ｼｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰緑/白 ｹﾞﾌｧﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 大日本住友製薬 組織修復性胃炎，胃･十
二指腸潰瘍治療剤

0208ﾋｰﾄ変更，商品名記
載等 9706PTPｼｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐/淡褐 ｽﾄﾐﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 大日本住友製薬 消化酵素剤 0809中止 05販売中止回
避

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 0504社
名変更(合併) 0203本体
商品名記載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0403本体商品名記載(ｶﾀ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0403本体商品名記載(ｶﾀ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0402本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更

裸錠 薄紅 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 8805ｼｰﾄ
変更

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 0510製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬) 0504社名変更(合

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ･藤沢薬品工
業

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9711製
造元変更 910315収載

裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで) SP-
>PTP

裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 8805ｼｰﾄ
変更

裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾌﾟﾛﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 50mg 藤沢薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9804中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 藤沢薬品工業 利尿降圧剤 0208中止 9712ﾋｰﾄ裏変

更(ALT削除)，表裏商品
名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤
221削除等)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤
251削除等)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｺﾛﾈﾙ錠500mg ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ 500mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏性腸症候群治療剤 0606ﾋｰﾄ若干変更 0510
製造元社名変更 0504社
名変更(合併)

裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝFP錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 藤沢薬品工業 白癬治療剤 0106中止 9704ﾋｰﾄ裏変
更(GSFP125削除)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠50mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9711まで) 911129
収載

CFDN
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，0402本体商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更
0310製造元社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 0907ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg ｺﾊｸ酸ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)

CFIX
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9705
ﾋｰﾄ裏変更

0.25mg
糖衣錠 淡黄緑 無 ｼﾞｷﾞﾗﾉｹﾞﾝC錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社

名変更 0504社名変更(合
併)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 911129
収載

CFDN
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1012迄)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 1012ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社

名変更 0504社名変更(合
併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 1002ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾛｹﾝ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 藤沢薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9707
ﾋｰﾄ裏変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 藤沢薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-藤沢薬品工

業
経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ｺｰﾄﾞ，04本体商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更 0310
製造元社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白～微帯黄
白

有 ｾﾛｹﾝL錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 120mg 藤沢薬品工業 徐放性高血圧治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 920417
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁﾝ 2mg（ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁ
ﾝとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，製造販
売元変更に伴い(新：長生
堂製薬-田辺製薬販売)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙黄 ﾃﾞｺﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｱｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症治療剤 9612中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅白 無 ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠7.5mg 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏大腸症治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠)
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0204迄)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （胃・十二指腸潰瘍，統合

失調症，うつ病・うつ状
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病，うつ病，胃･
十二指腸潰瘍治療剤

旧本体･ﾋｰﾄ(0204迄)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神分裂病，うつ病，胃･
十二指腸潰瘍治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0205迄)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （統合失調症，うつ病・う

つ状態）
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ､ﾌｪﾉﾊﾞ
ﾙﾋﾞﾀｰﾙ

7.5mg，15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏大腸症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｺﾛﾝP錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 藤沢薬品工業 精神分裂病･うつ病治療 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 （統合失調症，うつ病・う

つ状態）
0504社名変更(合併)
0310製造元社名変更

糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠 ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 5mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0008中止 9809ﾋｰﾄ変更
(5NV削除)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠2mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更
0504社名変更(合併)

糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢25｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 25mg ｱｲﾛﾑ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0604社名変更(前:小林製
薬工業) 0504承継，販売
移管(藤沢薬品より) 0203
ﾋｰﾄ裏変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠 ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ錠)，

除等)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙ錠4mg ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 高血圧治療剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ﾉｲﾋﾞﾀ錠｢50｣ ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9612中止 8712ｼｰﾄ変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠5mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 0.5mg（ﾀｸﾛﾘ

ﾑｽとして）
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄)
糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠100mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 1102頃ﾋｰﾄ若干変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 1mg（ﾀｸﾛﾘﾑ

ｽとして）
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品
工業

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品
工業

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0108中止 9712ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ
変更

糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 1103頃ﾋｰﾄ若干変更
糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾞﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 藤沢薬品工業 微小循環改善剤 99中止 9710ﾋｰﾄ裏変更

(PEN削除)，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠10mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 藤沢薬品工業 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 消化器機能異常治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 藤沢薬品工業 精神分裂病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0202迄) 8803ｼｰﾄ
変更

糖衣錠 白 無 ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 統合失調症治療剤 11頃ﾋｰﾄ若干変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰赤/灰赤 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5mg(ﾀｸﾛﾘﾑｽ

として)
ｱｽﾃﾗｽ製薬 免疫抑制剤

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

健胃消化剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0203本体商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)) 9704ﾋｰﾄ変

糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾄﾞﾘﾝ錠 臭化ﾌﾟﾘﾌｨﾆｳﾑ 15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成鎮痙剤 0512中止 0510製造元社
名変更 0504社名変更(合
併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾄﾗｷｼﾝ錠 ﾒﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 第一製薬 精神神経安定剤 9207中止
糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠10mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg(ﾛﾌｪﾌﾟﾗ

ﾐﾝとして)
第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ裏変更，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠25mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 第一三共 消化器系鎮痙･鎮痛剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠)

裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

橙 有 ﾄﾗﾝｺﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 第一製薬 静穏筋弛緩剤 9610中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠100mg ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 第一三共 抗炎症鎮痛剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞﾛﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 第一三共 消炎鎮痛剤 0903中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱｸﾁﾅﾐﾝ 塩化ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ 10mg 第一製薬 胃腸機能改善剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 薄橙 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠40mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 40mg 第一三共 統合失調症治療剤 1004よりﾊﾞﾗ包装のみ
糖衣錠 白 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠20mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 20mg 第一三共 統合失調症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

裸錠 橙 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ

D119 裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 1006ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更

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

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

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

裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共 抗精神病剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 田辺三
菱製薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共-田辺三菱製薬 抗精神病剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0704社名変
更(統合に伴い，前:第一
製薬) 第一三共とﾋｰﾄ異

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠125mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 第一三共 不整脈治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 97ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠250mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 250mg 第一三共 不整脈治療剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠 白 有 ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠10mg 塩酸ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ 10mg 第一三共 脳･末梢血行動態改善

剤，子宮鎮痙剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠)

裸錠 薄橙 有 ｱﾎﾟﾌﾟﾛﾝ錠0.25mg ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.25mg 第一三共 高血圧症治療剤，精神神
経疾患治療剤

0806商品名変更(前:ｱﾎﾟ
ﾌﾟﾛﾝ錠)

裸錠 白 無 ﾐｵﾄﾛﾝ錠 ﾌﾗｻﾞﾎﾞｰﾙ 1mg 第一製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9603中止 9003変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 第一製薬 脳循環代謝改善剤 9911中止 97ﾋｰﾄ裏変更

記載(ｶﾀｶﾅ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠30mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療

剤
に伴い，前:第一製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠60mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 60mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療
剤

に伴い，前:第一製薬)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 第一三共ｴｽﾌｧ 高脂血症治療剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠1.25mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 1.25mg 第一三共 慢性心不全治療剤

に伴い，前:第一製薬)
021206収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠2.5mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 2.5mg 第一三共 慢性心不全治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠10mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 第一三共 持続性高血圧･狭心症治
療剤 慢性心不全治療剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

体割線追加，ｺｰﾄﾞ印刷→
刻印，ｻｲｽﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠20mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 第一三共 高血圧･狭心症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0704
社名変更(統合に伴い，
前:第一製薬)

2mg:2mg 裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0705

4mg:4mg 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 協和発酵工業 持続性組織ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0809迄) 0810ﾋｰﾄ

承継に伴い(第一三共よ
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈﾗﾝ ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 97ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎﾙﾐﾗｰｾﾞ 第一製薬 消化酵素剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ錠5mg ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 5mg 第一三共 ﾚﾄﾛ･ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟｽﾑｽ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 第一製薬 胆･膵･尿路鎮痙剤 0312中止 98ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾉｲｴﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍

治療剤
1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾝﾃｯｸ錠200mg ﾏﾛﾁﾗｰﾄ 200mg 第一三共 肝蛋白代謝改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝﾃｯｸ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ
ﾋﾞﾒﾘﾝとして)

第一三共 口腔乾燥症状改善薬

に伴い，前:第一製薬)
0202製造元変更(前:雪印
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠200mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾ

裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
020705収載(商品名変更
前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白～淡黄白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)

ATP20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ATP腸溶錠20mg｢第一三

共｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 第一三共 ATP製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ATP腸溶錠”
第一”)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0808迄) 0710承継
(第一三共より) 0705ﾋｰﾄ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠)

裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 第一三共 結核化学療法剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載(商品名変更 前:ｳｲﾝ
ﾄﾏｲﾛﾝ錠)

裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 98ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 第一三共 結核治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

第一三共 広範囲経口抗菌剤 1003中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ

ﾋﾞﾒﾘﾝとして)
第一三共 口腔乾燥症状改善薬

に伴い，前:第一製薬)
0202製造元変更(前:雪印
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(日研) 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ 100mg 日研化学 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
糖衣錠 黄 無 ｴｸｽﾀｺｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日研化学 中枢性筋弛緩剤 9205中止
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾝﾌﾟﾛﾝ錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg 日研化学 肝臓疾患用剤 0111中止 9704ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 緑 無 ﾕｰｸﾘﾀﾞﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾆｶﾒﾀｰﾄ 50mg 日研化学 損傷組織賦活剤 9404中止
糖衣錠 白 無 ﾕｰｾﾙﾑ錠50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 日研化学 抗痙縮剤 9405中止
糖衣錠 白 無 ﾕｰｾﾙﾑ錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日研化学 抗痙縮剤 9402中止
糖衣錠 類白 無 ｿﾌｧﾘｰﾄﾞ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日研化学 抗めまい剤 0104中止 9704ﾋｰﾄ表裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白～淡黄 有 ｽﾊﾟｽﾒｯｸｽ錠 塩化ﾄﾛｽﾋﾟｳﾑ 5mg 興和-興和創薬 平滑筋鎮痙剤 0804中止 0610社名変

更，統合に伴い(前:日研
裸錠 白 無 ｽﾞﾊﾞﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日研化学 起立性低血圧･血管性頭

痛用剤
9207中止

裸錠 白 有 ｸﾛﾄﾘﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 日研化学 高血圧治療剤 9305中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙赤 無 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(ｺｰﾜ) 硫酸ｷﾆｼﾞﾝ 100mg 興和-興和創薬 不整脈治療剤 0909中止 070629収載(商

品名変更に伴い，前:硫
酸ｷﾆｼﾞﾝ錠(日研))

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 暗赤～赤紫 無 ﾌｪﾛﾘﾀｰﾄﾞ 乾燥硫酸鉄 285.6mg 日研化学 徐放性鉄剤 0102中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 緑 無 ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙS錠15mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 15mg 興和-興和創薬 心機能･組織循環促進剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙS錠)
徐放性錠剤 白 無 ｾﾚﾆｶR錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 興和-興和創薬･田辺三

菱製薬
抗てんかん剤・躁状態治
療剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0610製造販
売会社社名変更，統合に
伴い(前:日研化学)

徐放性錠剤 白 無 ｾﾚﾆｶR錠400mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 400mg 興和-興和創薬･田辺三
菱製薬

抗てんかん剤・躁状態治
療剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0610製造販
売会社社名変更，統合に
伴い(前:日研化学)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/帯淡黄 ﾊﾟﾗﾌﾟﾛｽﾄ配合ｶﾌﾟｾﾙ 興和-興和創薬 排尿障害治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾗﾌﾟﾛｽﾄ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾙﾋﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200 ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 日研化学 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9302中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙﾌｨﾌﾞﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 日研化学 脂質代謝改善剤 0306中止 0112ﾋｰﾄ変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾎﾟｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 日研化学 不整脈治療剤 0408中止 0201ﾋｰﾄ変更

NZ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

NZ 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

NZ 1 NZ1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9812ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載)，表裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

NZ 2 NZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9902ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載) ﾋｰﾄ表裏商品名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾅ錠10mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 10mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾅ錠) ﾊﾞﾗの

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾈﾝ錠1mg 塩酸ﾄﾘﾌﾟﾛﾘｼﾞﾝ 1mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾈﾝ錠) ﾊﾞﾗ
包装のみ

CBT100 sato 裸錠 淡黄 有 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠100mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg(ﾋﾟﾗﾝﾃ
ﾙとして)

佐藤製薬 広域駆虫剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ｱﾚﾙﾄﾝL d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 佐藤製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9311中止
裸錠 白 有 ｳﾛﾀﾞｳﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ

ﾌﾟﾘﾑ
佐藤製薬 合成抗菌剤 0104中止

裸錠 白 有 ｳﾛﾀﾞｳﾝS ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

佐藤製薬 合成抗菌剤 0104中止

腟錠 白 ﾊﾟｳｿﾞｰﾙ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg 佐藤製薬 抗真菌剤 0111中止　900713収載
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EISAI SL001 1mg:SL001 EISAI 1 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠1mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

EISAI WF001 裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ（0408迄）
0208ﾋｰﾄ変更

EISAI SL002 2mg:SL002 EISAI 2 裸錠 白 有 ｻｲﾚｰｽ錠2mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｴｰｻﾞｲ 睡眠導入剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9210ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｹｲﾂｰｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK2製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾘｵﾊﾟﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0208ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 無 ﾆﾄﾛｰﾙ錠5mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg ｴｰｻﾞｲ 狭心症治療剤 0706商品名変更(前:ﾆﾄ
ﾛｰﾙ錠) 舌下錠(狭心症
発作時)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/微褐 ﾉｲｷﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾉｲｷﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ)，ﾋｰﾄ表記号(5mg)追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄味赤/黄赤 ｹｰﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9110変更

裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾛﾐﾝ錠10mg 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0802ﾋｰﾄ表10mg追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾓｸﾛﾐﾝ錠)

裸錠 白 有 ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9502
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

EISAI NL015 EISAI NL015 15mg 裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾅｰﾙ錠15mg ﾄﾘﾊﾟﾐﾄﾞ 15mg ｴｰｻﾞｲ 血管･腎作動性高血圧治
療剤

9703ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/黄赤 ｹｰﾜﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾆﾄﾛｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ｴｰｻﾞｲ 狭心症治療剤 9605ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗灰/白 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9701ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9203変

裸錠 白 無 ｱﾌﾟﾗｸﾀﾝ錠25mg ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｰｻﾞｲ 脳血流促進剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

250μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9409中止 9110変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡黄褐 ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｺｽﾊﾟﾉﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0206ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙR錠3mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 3mg ｴｰｻﾞｲ α 1遮断降圧剤 9505ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙR錠6mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 6mg ｴｰｻﾞｲ α 1遮断降圧剤 9505ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 950317収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 胃炎･胃潰瘍治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9310ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠50mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

500μ 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾊｲｺﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 9602ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫 ﾊﾟﾝｺﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 慢性膵炎治療剤 0306中止 9706ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 紅/白 ﾕﾍﾞﾗﾆｺﾁﾈｰﾄ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ﾕﾍﾞﾗNｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾚｶﾞﾚﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg ｴｰｻﾞｲ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0306中止 0206ﾋｰﾄ変更
9603ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)
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糖衣錠 桃褐 無 ﾄﾗｷﾗﾝ錠15mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 15mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 9505中止
糖衣錠 桃褐 無 ﾄﾗｷﾗﾝ錠50mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾁｷｾﾝ 50mg 三生製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神安定剤 9505中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠50mg 塩酸ﾌﾛﾛﾋﾟﾊﾟﾐﾄﾞ 50mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾌﾞﾁﾛﾌｪﾉﾝ系統合失調症

治療剤
0801ﾋｰﾄ表50mg追加
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠)

糖衣錠 淡黄赤 無 ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠0.25mg ｽﾋﾟﾍﾟﾛﾝ 0.25mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 精神分裂病治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠)

糖衣錠 橙黄 無 ｽﾋﾟﾛﾋﾟﾀﾝ錠1mg ｽﾋﾟﾍﾟﾛﾝ 1mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 精神分裂病治療剤 9804ﾋｰﾄ包装のみ中止
糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠40mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9702ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ｺｽﾊﾟﾉﾝ錠80mg ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg ｴｰｻﾞｲ 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ｺﾘｵﾊﾟﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ 消化管鎮痙剤 0205ﾋｰﾄ変更 9702ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾐｵﾅｰﾙ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 筋緊張改善剤 9502ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾚﾎﾟｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg ｴｰｻﾞｲ 脳血管性精神症状改善

剤
9805中止 9602ﾋｰﾄ裏商
品名記載

裸錠 白 無 ﾒﾘｽﾛﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ﾒﾘｽﾛﾝ錠)

裸錠 白 有 ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 12mg ｴｰｻﾞｲ めまい･平衡障害治療剤 9908ｺｰﾄﾞ変更 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg ｴｰｻﾞｲ 気管支喘息治療剤 0008割線(有→無) 9603
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 微小循環系賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(0909迄) 0701ﾋｰﾄ
表200mg追加，商品名変
更に伴い 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ﾕﾍﾞ
ﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ)

糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾌｨﾘﾝ配合錠 ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 喘息治療薬 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾌｨﾘﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｰｻﾞｲﾑ ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ､ｺｰﾙ酸 300mg，
20mg

ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 膵臓性消化酵素剤 0106中止 9603ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 黄緑 無 ﾜｿﾗﾝ錠40mg 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg ｴｰｻﾞｲ・ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 冠血管拡張剤 0702ﾋｰﾄ表40mg追加，商
品名変更に伴い 061208
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾜｿﾗﾝ錠) 0207ﾋｰﾄ

糖衣錠 橙 無 ﾉｲｷﾉﾝ糖衣錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg ｴｰｻﾞｲ 代謝性強心剤 9604ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｽﾁｰﾑ錠1800 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

ｴｰｻﾞｲ 脂質代謝異常改善剤 0702ﾋｰﾄ表1800追加，商
品名変更に伴い 061208
収載(商品名変更に伴
い，前:ｴﾗｽﾁｰﾑ錠)

糖衣錠 微黄赤～帯
黄赤

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

9701ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

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

9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ錠3mg 塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ 3mg ｴｰｻﾞｲ 血管緊張緩和･血圧降下
剤

1004中止

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

糖衣錠 白 無 ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾝﾌﾘｰｶﾌﾟｾﾙ100mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 100mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症

剤
9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910524収載

裸錠 白 無 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠50mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 50mg ｴｰｻﾞｲ 頻脈性不整脈治療剤 9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910823収載

裸錠 白 無 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠100mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 100mg ｴｰｻﾞｲ 頻脈性不整脈治療剤 9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 910823収載
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軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｸﾞﾗｹｰｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg ｴｰｻﾞｲ 骨粗鬆症治療用ﾋﾞﾀﾐﾝK2
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0812迄)
軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙 ｲﾝﾌﾘｰSｶﾌﾟｾﾙ200mg ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ 200mg ｴｰｻﾞｲ 組織活性型鎮痛･抗炎症

剤
旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠20mg ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ｴｰｻﾞｲ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療

剤
0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 991119収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤橙 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療 071221収載
裸錠（口腔内
崩壊）

黄 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠3mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 3mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

040625収載

裸錠（口腔内
崩壊）

白 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠5mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 5mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

040625収載

裸錠（口腔内
崩壊）

淡赤 無 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ 10mg ｴｰｻﾞｲ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療
剤

071221収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青～青/微
黄赤～淡黄
赤

ﾈｵﾏｲｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾁｱﾝﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg ｴｰｻﾞｲ 化学療法剤 9907中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9201ﾋｰ
ﾄ変更

軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤紫 ﾊﾞﾙｺｿﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸ
ｼﾈｰﾄ，ｶｻﾝｽﾗﾉｰﾙ

30mg，15mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 便秘治療剤 0410中止 0302本体，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化，本体色調もやや
明るめに

裸錠 淡黄 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0404発売
裸錠 白 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0407本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
裸錠 帯赤橙 有 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 5mg ｴｰｻﾞｲ 血液凝固阻止剤 0408本体ｺｰﾄﾞ変更
糖衣錠 ﾁｮｺﾚｰﾄ 無 ﾁｮｺﾗA錠1万単位 ﾋﾞﾀﾐﾝA油 10000ﾋﾞﾀﾐﾝA

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

単位追加，裏10mg->1万
単位)，商品名変更に伴

糖衣錠 橙 無 ﾕﾍﾞﾗ錠50mg 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ ﾋﾞﾀﾐﾝE剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾕﾍﾞﾗ錠)，ﾋｰﾄ
表50mg追加

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾞﾙﾐﾝ錠 ｴﾀﾝｼﾗｰﾄ 250mg ｴｰｻﾞｲ 対血管性出血治療剤 9907中止 9212本体ｺｰﾄﾞ
化，ﾋｰﾄ変更

250μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠250μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9612ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

500μ 糖衣錠 白 無 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μ g ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg ｴｰｻﾞｲ 末梢性神経障害治療剤 9611ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704
収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠） 0110ﾋｰﾄ裏商
品名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704
収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠（200mg）） 0110
ﾋｰﾄ裏商品名記載

裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

0206中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄ錠105mg 硫酸鉄 525mg(鉄とし
て105mg)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 徐放型鉄剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0201迄) 9702ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠50mg小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0302製造元変更 0201ﾋｰ

除等)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ(0112迄) 9702ﾋｰﾄ

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
910524収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0403錠剤小型化 0302製
造元変更 0112ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 9909中止 971120収載
軟ｶﾌﾟｾﾙ 白 ﾉｰﾋﾞｱ･ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0604販売元変更(前:大日

本住友製薬) 0302製造元
社名変更 990910収載

裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0604ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前:大日本
住友製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0604ｺｰﾄﾞ変更，製造販売

元変更に伴い(前:大日本
住友製薬)

裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製

薬
持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

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

裸錠 白 無 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.25mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.25mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0706ﾋｰﾄ若干変更 0604
販売元変更(前:大日本住
友製薬) 0304ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠0.5mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

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

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

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

裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠1mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 1mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

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

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

裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

旧ﾋｰﾄ(0304迄) 0302製造
元社名変更 9709ﾋｰﾄ表
裏変更，表商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9410割線有

裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾗｼﾝ錠2mg 塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 2mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 持続型α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ排尿障
害改善剤･降圧剤

0706ﾋｰﾄ若干変更 0604
製造販売元変更(前:大日
本住友製薬) 0304ﾋｰﾄ変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠75mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-大日本製
薬

広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0304迄） 0302製
造元変更 9705ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ﾀﾞｲﾅﾎﾞｯﾄ-大日本製薬 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

旧ﾋｰﾄ（0303迄） 0302製
造元社名変更 9705ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載(ｶﾀｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 広範囲経口抗菌製剤
(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

0703本体小型化 0604販
売元変更(前:大日本住友
製薬) 0303ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本住友製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 97ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗不安剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg)
軟ｶﾌﾟｾﾙ 橙 ｶﾚﾄﾗ･ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ，ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 133.3mg，

33.3mg
ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(HIV

感染症治療剤)
0610中止 0604販売元変
更(前:大日本住友製薬)
0302製造元変更

0.625 糖衣錠(楕円
形)

白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg ﾜｲｽ-旭化成ﾌｧｰﾏ 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 0407中止 0312社名変更
0310社名変更 9907ｺｰﾄﾞ､
剤型変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載
9401変更

裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武州製薬-旭化成ﾌｧｰﾏ 精神神経安定剤 0406ﾋｰﾄ変更，裏商品名
変更等 0310社名変更
9401変更

裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成 精神神経安定剤 旧ﾋｰﾄ(0203迄) 9402変更
裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系抗不安 0512中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取

り込み阻害剤(SNRI)
090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/淡黄
白

ｻﾝﾌﾗｰﾙS ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0811中止 0407ﾋｰﾄ変更
0310社名変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

090324収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25)，
ﾋｰﾄＪＫ→JＰ(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ
製品のみ記載)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 12.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ･ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤(SNRI)

081107収載 ﾋｰﾄＪＰはﾔﾝ
ｾﾝﾌｧｰﾏのみ

耳:SUN-F200 裸錠 白 無 ｻﾝﾌﾗｰﾙ錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 旭化成工業 抗悪性腫瘍剤 9912中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾄﾝ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0801中止 0310社名変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾝﾄﾝ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗悪性腫瘍剤 0801中止 0406SP包装裏

変更 0310社名変更
裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化 ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 9506中止 9308変更
裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成 利尿･降圧剤 01頃中止 9704ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成 血圧降下剤 0001中止 9709ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9308変
裸錠 白 有 ﾄﾚﾊﾞﾝｽ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 持続性ACE阻害降圧剤 0704頃中止 0310社名変

更 0206ﾋｰﾄ変更 990709
収載 ﾋｰﾄ表商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)
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裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更，ﾋｰﾄ表裏商品名記
載（ｶﾀｶﾅ）

裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

旧ﾋｰﾄ(0207迄) 990219収
載 ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

0310社名変更 0207ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾓｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗血小板剤 0310社名変更 000707収
載 ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾍﾞﾙﾅｰﾙ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2誘導
体製剤

0310社名変更 020705収
載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠25mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

080704収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠50mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

060707収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾌﾘﾊﾞｽOD錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

070706収載

裸錠 黄白～淡黄 有 ﾌﾘﾊﾞｽ錠75mg ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 75mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 前立腺肥大症に伴う排尿
障害改善剤

050708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 筋緊張･循環改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾝﾊﾞｿﾞﾝ錠)
0310社名変更

裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠(旭化成) 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成 制酸剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載 960705収
載

裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠500mg｢旭化成｣ 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 制酸剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:炭ｶﾙ錠(旭化
成))

裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0311本体刻印5追加
0310社名変更 0306ﾋｰﾄ
裏5ｍｇ追加 0109商品名
変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭

裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0512中止 0310社名変更
裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化

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

で) 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載

裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)

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

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/無透
明

ﾌﾟﾛｷｻｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9702中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄 ﾄｷｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 旭化成 代謝性強心剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

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

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛｷｻｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 旭化成工業 微小循環改善剤 9903中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｲﾀﾞｼﾞﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 旭化成-ｱｽﾞｳｪﾙ 循環機能改善剤 0101中止 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 0104本体
外形，剤形(旧:裸錠)変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0212ﾋｰﾄ
変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成 免疫抑制剤 旧ﾋｰﾄ(0210迄) 0104本体
外形，剤型(旧:裸錠)変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 免疫抑制剤 0310社名変更 0210ﾋｰﾄ
変更，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾃﾁﾀﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 旭化成工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9301中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9701ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9307変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠100mg ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｶﾏｲｼﾝ錠)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 9410中止 9308変更
裸錠 白 有 ｻﾝｱｼﾙ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 0704頃中止 0310社名変

更 000707収載，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 山之内製薬 冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
糖衣錠 黄 無 ｸﾗﾋﾟﾉﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 平滑筋弛緩剤 0201中止 9103製造元(三

全->東亜)
軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｺﾚﾅｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 山之内製薬 抗高脂血症剤 9803中止
糖衣錠(楕円 橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
糖衣錠(楕円 橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
糖衣錠 橙 無 ｽﾊﾟﾒﾄﾘﾝM錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 東亜薬品-山之内製薬 子宮収縮止血剤 9603中止 9102製造元(三

全->東亜)
裸錠 白 有 ｱﾙﾄｼﾝ錠0.5g ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 0.5g 山之内製薬 経口血糖降下剤 9803中止
裸錠 白 有 ｳｲﾝｽﾄﾛｰﾙ ｽﾀﾉｿﾞﾛｰﾙ 2mg 山之内製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ製剤 0208中止
裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 長生堂製薬 冠血管拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(1004迄) 0804製

造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

糖衣錠 赤橙 無 ｱﾝｷﾞﾅｰﾙ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 長生堂製薬-田辺製薬販
売

冠循環改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0912迄) 0804製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬)

糖衣錠 白 無 ｱｽﾄﾐﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾓﾙﾌｧﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮咳剤<非麻薬> 0912ﾋｰﾄ表10mg削除等
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾐﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠150mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質
製剤

0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 山之内製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
μ g 裸錠 白～灰白 有 ｱﾄｯｸ錠40μ g ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ 40μ g 山之内製薬 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9708ﾋｰﾄ

裏変更
μ ｇ:40μ ｇ 裸錠 白～灰白 有 ｱﾄｯｸ錠40μ g ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ 40μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 気管支拡張剤 0504社名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴﾚﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾛｷｻｼﾞﾝ 20mg 山之内製薬 脳機能改善剤 9805中止 9612ﾋｰﾄ裏変
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｧﾛﾑ錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 200mg ﾏﾙﾎ 経口用ﾍﾟﾈﾑ系抗生物質

製剤
0812承継(前:ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰ
ﾏ)

糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠3mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ｴﾐﾚｰｽ錠10mg ﾈﾓﾅﾌﾟﾘﾄﾞ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ｵﾘﾊﾞｰ錠50mg ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 50mg 東亜薬品-山之内製薬 γ -ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ製剤 旧ﾋｰﾄ(0304迄) 9102製造

元(三全->東亜)
裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾌﾙﾋﾞﾝFP錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 山之内製薬 微結晶ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ製剤 9803中止 9303変更(SP-

>PTP)
μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25μ g 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9705ﾋｰﾄ

裏変更
μ g:250μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25μ g ｱｽﾃﾗｽ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0803中止 0504社名変更

(合併)
μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧ﾋｰﾄ（0212迄） 9707ﾋｰﾄ

裏変更
500μ μ g 糖衣錠 桃 無 ｶﾛﾏｲﾄﾞ錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0803中止 0504社名変更

(合併)
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糖衣錠 微帯黄白 無 ｺﾒﾀﾐﾝ錠25 ｼｺﾁｱﾐﾝ 25mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9602中止
糖衣錠 微帯黄白 無 ｺﾒﾀﾐﾝ錠50 ｼｺﾁｱﾐﾝ 50mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 9507中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾉｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 山之内製薬 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9709ﾋｰﾄ

裏変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾉｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 山之内製薬 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ胆石溶解剤 0403中止 0207ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾀｰ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1003ﾋｰﾄ若干変更
糖衣錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾀｰ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1001ﾋｰﾄ若干変更

GaOD10mg
口腔内崩壊錠 微帯緑白～

帯緑白
無 ｶﾞｽﾀｰOD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 山之内製薬 H2受容体拮抗剤 0007中止  970627収載

GaOD20mg
口腔内崩壊錠 微帯緑白～

帯緑白
無 ｶﾞｽﾀｰOD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 山之内製薬 H2受容体拮抗剤 0007中止 970627収載

口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞｽﾀｰD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1009ﾋｰﾄ若干変更 0504
社名変更(合併)

口腔内崩壊錠 白 無 ｶﾞｽﾀｰD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 H2受容体拮抗剤 1007ﾋｰﾄ若干変更 0504
社名変更(合併)

裸錠 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢山之内｣ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 山之内製薬 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 0205製造元変更，0206中
止(京都薬品工業へ承
継，ｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.25)

糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾘｺﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 9912中止 9709ﾋｰﾄ裏変
糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 9709ﾋｰﾄ
変更

糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠50mg ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ
錠，50mgと200mgが同じ
商品名だった)

糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg 山之内製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9705ﾋｰﾄ
変更

糖衣錠(楕円
形)

橙 無 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ錠200mg ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 200mg ｱｽﾃﾗｽ製薬・日医工 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ
錠，50mgと200mgが同じ
商品名だった)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿｾｺﾞﾝ錠25mg 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛剤 0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ｽﾒﾄﾞﾘﾝ錠 ｴﾄﾐﾄﾞﾘﾝ 3mg 山之内製薬 鎮痙･鎮痛剤 0006中止 9710ﾋｰﾄ裏変
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg 山之内製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 990813

収載 ﾋｰﾄ裏に｢食直前に
服用｣の記載あり

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠30mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 30mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0605迄) 0504社
名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg 山之内製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(02～03にかけて
変更) 990813収載 ﾋｰﾄ裏
に｢食超然に服用｣の記

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾀｰｼｽ錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 90mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 速効型食後血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(0604迄) 0504社
名変更(合併)

糖衣錠 白 無 ﾄﾘｵﾐﾝ2mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 2mg 山之内製薬 精神安定剤 0311中止 0211ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾄﾘｵﾐﾝ4mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 4mg 山之内製薬 精神安定剤 0311中止 0304ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾄﾘｵﾐﾝ8mg ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 8mg 山之内製薬 精神安定剤 9301中止
糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 山之内製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9705ﾋｰﾄ

裏変更
糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 山之内製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9705ﾋｰﾄ

裏変更
糖衣錠 白 無 ﾀﾁｵﾝ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0504社名変更(合併)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ25 ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 山之内製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症

候群治療剤
旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9705ﾋｰﾄ
裏変更

98 / 191 ページ



硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1006迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ25)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ50 ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg 山之内製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9706ﾋｰﾄ
裏変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/褐 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 痙性麻痺緩解剤・悪性症
候群治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1010迄)

口腔内崩壊錠 薄赤み黄/く
すんだ赤み

無 ﾅｾﾞｱOD錠0.1mg 塩酸ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 5-HT3受容体拮抗型制
吐剤

0504社名変更(合併)

糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠5mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0212販売中止 0108ﾋｰﾄ
裏商品名記載，記号

糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠10mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 0109商品
名変更(旧:ﾊﾞﾗﾝｽ錠)

糖衣錠 白～帯黄白 無 ﾊﾞﾗﾝｽ錠10mg ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
裸錠 白 有 ﾎﾟﾘﾚｸﾞﾛﾝ錠 ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg 山之内製薬 降圧利尿剤 9602中止
裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9711ﾋｰﾄ

裏変更
裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 山之内製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9709ﾋｰﾄ

裏変更
裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0504社名変更(合併)
裸錠 白 有 ﾎﾘｿﾞﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾏｲﾅｰトﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 0712中止
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9704ﾋｰﾄ

裏変更
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0209ﾋｰﾄ変更
糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾀﾖﾉﾝ錠 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 50mg 山之内製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9803中止
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ（0301迄）  9705ﾋｰ

ﾄ裏変更
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠20mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 20mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0301ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9706ﾋｰﾄ

裏変更
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ錠30mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 山之内製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0306中止 0212ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ﾋﾟﾗﾐｽﾁﾝ錠2mg 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 0702商品名変更(前:ﾋﾟﾗﾐ

ｽﾁﾝ錠) 0504社名変更
(合併) 0301ﾋｰﾄ変更，商
品名記載（ｶﾀｶﾅ）

裸錠 薄橙 有 ﾋﾊﾟﾄｰﾙ錠10 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 山之内製薬 降圧剤 9610中止
糖衣錠 橙 無 ﾋﾊﾟﾄｰﾙ錠50 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 50mg 山之内製薬 降圧剤 9301中止
糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾒﾁﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 山之内製薬 消化器機能異常改善剤 0105中止 9709ﾋｰﾄ裏変
糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾛﾒﾁﾝ錠10 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 10mg 山之内製薬 消化器機能異常改善剤 0005中止 9709ﾋｰﾄ裏変
裸錠 白～微帯黄

白
有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠10mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 10mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 9707ﾋｰﾄ

裏変更
裸錠 白～微帯黄

白
有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠10mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 10mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 0403中止 0303ﾋｰﾄ変更，

裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）
裸錠 白～微帯黄 有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠30mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 30mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 9707中止
裸錠 白～微帯黄 有 ﾌﾟﾙｻﾝ錠20mg 塩酸ｲﾝﾃﾞﾉﾛｰﾙ 20mg 山之内製薬 β -受容体遮断剤 9612中止
糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｶﾙｼｳﾑ拮抗性降圧剤 0504社名変更(合併)
糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 循環機能改善剤 0504社名変更(合併)

010907収載(商品名の変
更 前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9708ﾋｰﾄ
裏変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg（ﾌｪﾉﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝとして）

山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0403中止 0302ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠300mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 300mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 9604中止
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(1009迄) 060609
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLA20mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持続性Ca拮抗剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝ
LA40mg)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾉﾝ錠150mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 150mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 1008ﾋｰﾄ若干変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾛﾉﾝ錠100mg 塩酸ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ 100mg ｱｽﾃﾗｽ製薬-ﾄｰｱｴｲﾖｰ 不整脈治療剤 1009ﾋｰﾄ若干変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐

黄(白帯)
ﾋﾎﾟｶ5mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐
黄(白帯)

ﾋﾎﾟｶ10mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯褐黄/帯褐
黄(白帯)

ﾋﾎﾟｶ15mgｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 15mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0504社名変更(合併)

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

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

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

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

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

旧ｺｰﾄﾞ(0908迄) 050610
収載

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

旧ｺｰﾄﾞ(0906頃迄)
050610収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾐﾆﾗｰｾﾞSｶﾌﾟｾﾙ 山之内製薬 消化酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 9103本
体追加

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾄﾛﾝ錠10mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 山之内製薬 三環系抗うつ剤 9910中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾄﾛﾝ錠25mg 塩酸ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 山之内製薬 三環系抗うつ剤 9910中止

YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg 山之内製薬 精神安定剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9908ﾋｰﾄ
変更(SP->PTP)

YS 703 裸錠 淡茶白 有 ﾙﾊﾞﾄﾚﾝ錠 塩酸ﾓﾍﾟﾛﾝ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 精神安定剤 0903中止 0504社名変更
(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾔﾏｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 山之内製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 旧ﾋｰﾄ(03頃迄) 9708ﾋｰﾄ
裏変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾔﾏｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 塩酸ﾀﾗﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 山之内製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0311中止 03頃ﾋｰﾄ変更
9708ﾋｰﾄ裏変更

裸錠 白 有 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.1mg 山之内製薬 強心配糖体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠10mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 血行動態改善型降圧剤 0504社名変更(合併)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠20mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 20mg 山之内製薬 血行動態改善型降圧剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 9610ﾋｰﾄ

裏変更 920529収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｰｶﾞﾝ錠20mg 塩酸ｱﾓｽﾗﾛｰﾙ 20mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 血行動態改善型降圧剤 1103中止 0504社名変更

(合併)
裸錠 白 無 ﾔﾏﾌｰﾙ錠 ｶﾙﾓﾌｰﾙ 100mg 山之内製薬 抗癌剤 0105中止 9710ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄紅 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
5mg 山之内製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
旧ﾋｰﾄ 0108本体P-D削

PD)削除
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄紅 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0504社名変更(合併)
000502収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

10mg 山之内製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄ 0108本体P-D削

PD)削除 000502収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水

和物
10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0504社名変更(合併)
000502収載

糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙｴｽﾄ
ﾗｼﾞｵｰﾙ

0.5mg，
0.05mg

ﾌｧｲｻﾞｰ-あすか製薬，武
田薬品工業

黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ)
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FJTD 2.5mg:2.5mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5mg 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

2.5mg 富士製薬工業-ﾜｲｽ，武
田薬品工業

経口黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0610頃迄) 0312
社名変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾝ

WPX0.5 裸錠 白 無 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠0.5 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ-山之内
製薬

ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0203迄)

裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ100 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 日本ﾜｲｽ 持続性消炎･鎮痛剤 9811中止
WPX1.0 裸錠 白 有 ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠1.0 ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ-山之内

製薬
ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄ(0203迄)

裸錠 白 無 ｱｸﾁﾘﾝ200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ･ｱｽﾞｳｪﾙ 持続性消炎･鎮痛剤 0109中止
DRT-50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾉﾚｽﾄ50 ﾌｪﾝﾁｱｻﾞｸ 50mg 日本ﾜｲｽ-日本商事，ﾜｲ

ｽ･ｴｰｻﾞｲ
解熱鎮痛消炎剤 9112中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠100 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(1101迄) 0312社

DRT-100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾉﾚｽﾄ100 ﾌｪﾝﾁｱｻﾞｸ 100mg 日本ﾜｲｽ-日本商事，ﾜｲ
ｽ･ｴｰｻﾞｲ

解熱鎮痛消炎剤 9112中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｽﾃﾗｯｸ錠200 ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

旧ｺｰﾄﾞ(11頃迄) 0312社

糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ
ﾘｰ

結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ
ﾘｰ

結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9912中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｱｾﾉｰﾙ錠 ﾆｺﾓｰﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 脂質代謝･末梢血行改善
剤

9012中止

裸錠 白 無 ｱﾗﾝﾀSF錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 胃･十二指腸潰瘍治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾗﾝﾀ-SF錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾃﾒﾘﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg ｷｯｾｲ薬品工業 切迫流･早産治療剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ｳﾃﾒﾘﾝ），ﾋｰﾄ変

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｸﾁﾙ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 平滑筋収縮緩和剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前：ﾀﾞｸﾁﾙ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾒｺｰﾙ ﾋﾒｸﾛﾓﾝ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 胆道疾患治療剤 0509中止 0201ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾝﾀ ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg ｷｯｾｲ薬品工業 高血圧症治療剤 0308中止 02ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再

BE)削除，表裏品名商品
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患，ｹﾛｲﾄﾞ･

肥厚性瘢痕治療剤
050610商品名変更(前:ﾘ
ｻﾞﾍﾞﾝ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾘﾌﾘｰﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 抗悪性腫瘍剤 0203中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲｱﾘｺｰﾙ錠 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ｷｯｾｲ薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0308中止 0208ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

DL1)削除等
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠50mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 気道粘液溶解剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠）
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾛｰﾙ錠12mg 塩酸ﾃﾛｼﾞﾘﾝ 12mg ｷｯｾｲ薬品工業 頻尿･尿失禁治療剤 9109中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲｱﾘｺｰﾙ錠20mg 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg ｷｯｾｲ薬品工業 虚血性心疾患治療剤 0308中止 0210ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

DL2)削除
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｸﾀｲﾄ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 気道粘液溶解剤 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾄﾛｰﾙ錠24mg 塩酸ﾃﾛｼﾞﾘﾝ 24mg ｷｯｾｲ薬品工業 頻尿･尿失禁治療剤 9109中止
裸錠 白 無 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠5mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和 5mg ｷｯｾｲ薬品工業 速効型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進 040423収載
裸錠（長円形） 白 有 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄ錠10mg ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和 10mg ｷｯｾｲ薬品工業 速効型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進 040423収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

裸錠 白 無 ｶﾞｽｺﾝ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ｷｯｾｲ薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤
加)

101 / 191 ページ



硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤

ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg ｷｯｾｲ薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性解熱鎮痛消
炎剤

0508中止 0207ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載

裸錠 白 無 ｶﾞｽｺﾝ錠80mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 80mg ｷｯｾｲ薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤
加)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾒﾅﾝ錠100mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息治療剤)

0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠100mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ｷｯｾｲ薬品工業 高脂血症治療剤 0204ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾒﾅﾝ錠200mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息治療剤)

0205ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg ｷｯｾｲ薬品工業 高脂血症治療剤 040709収載，品名変更に
伴う（前：ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠）

μ g:250μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾈｵﾏｲﾄﾞ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg ｷｯｾｲ薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0410中止
TJN 283:SPR 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 持続性気管支拡張剤･腹

圧性尿失禁治療剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾈｵﾏｲﾄﾞ500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg ｷｯｾｲ薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0410中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾋﾟｽﾃﾝ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg ｷｯｾｲ薬品工業 解熱･鎮痛･抗炎症剤 0508中止 0201ﾋｰﾄ変更

R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-大正富山医薬品 H2受容体拮抗剤 0809中止 0304大正富山
医薬品販売

DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

970711収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

腸溶性糖衣錠 淡類黄 無 E･A･C錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 富山化学工業-大正富山
医薬品

解熱消炎鎮痛剤 旧ﾋｰﾄ(0303頃迄) 0304大
正富山医薬品販売 9511
ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 白 無 VK1糖衣錠 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 富山化学工業 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9604中止
裸錠 白 有 ｱｸｾﾝﾄ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 富山化学工業 利尿降圧剤 9604中止
裸錠 淡赤 有 ｱｸﾚﾁﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 富山化学工業 降圧利尿剤 9604中止
裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-大正富山

医薬品
骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 興和ﾃﾊﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

糖衣錠 白 無 ｱﾅｺﾘﾝ40 ﾖｳ化ｼﾞﾌｪﾆﾙﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉﾒ
ﾁﾙｼﾞｵｷｿﾗﾝ

40mg 富山化学工業 抗ｺﾘﾝ剤 9604中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｲｸｿﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 富山化学工業 抗悪性腫瘍剤 9209中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｲｺﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 前田薬品工業-富山化学
工業

EPA製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0307迄) 980710
収載 ﾋｰﾄ表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

DK 325 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｳﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 消化管運動改善剤 0010中止 960705収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠75 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0304大正富山医薬品販
売 02ﾋｰﾄ75mg追加 9902
ﾋｰﾄ変更，表裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

R 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾌｪﾛﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 龍角散-富山化学工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（0210頃まで） 98
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅 ｸﾗﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg 富山化学工業 高脂血症治療剤 9604中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾛｾｰﾄ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 富山化学工業 脳代謝改善剤 9604中止

DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0706中止 0407ﾋｰﾄ変更
（表12.5mg追加等）

裸錠 淡黄赤 無 ｼﾞｳｺﾘﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 富山化学工業 降圧剤 9604中止
DK 323 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 徐放性不整脈治療剤 0010中止 960705収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾅﾊﾟｾﾁﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 富山化学工業 解熱鎮痛消炎剤 旧ｺｰﾄﾞ(0307迄) 9512ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
DK 322 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｾﾙﾐﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾀﾞｲﾄ-富山化学工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊｲｼｸﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 富山化学工業 脳･末梢血流改善剤 9903中止 9601ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK334 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾛｽﾀｽRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 持続性Ca拮抗剤 0806中止 0304大正富山
医薬品販売

糖衣錠 白 無 ﾒﾄｸﾛｰﾙ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 富山化学工業 消化器機能異常改善剤 0111中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

LNC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾅｯｸ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 前田薬品工業-大正富山
医薬品

経口蛋白分解酵素阻害
剤

0306ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9805本
体印刷 960705収載 ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾚｺﾆﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 富山化学工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9506中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/微黄赤 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙﾄﾔ 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 富山化学工業 抗生物質製剤 9604中止
裸錠 淡黄赤 無 ｱﾎﾟﾛﾝ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 富山化学工業 血圧降下剤 9604中止
裸錠 淡黄赤 無 ｱﾎﾟﾛﾝ錠0.5mg ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 富山化学工業 血圧降下剤 9604中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状

改善剤
0102中止 9902ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性高血圧･狭心症治
療剤

0307ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ変更，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

0102中止 9902ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性高血圧･狭心症治
療剤

0704中止 03ﾋｰﾄ変更

Y LU4 裸錠 白 有 ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠4mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ 4mg 田辺三菱製薬-大正富山
医薬品

ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304大正富
山医薬品販売 0301ﾋｰﾄ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾘﾚｵﾝN錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大正薬品工業-大正富山
医薬品

脳循環･代謝改善剤 0708ﾋｰﾄ若干変更
070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾘﾚｵﾝN錠)
興和ﾃﾊﾞのものとﾋｰﾄ異な

Y LU8 裸錠 白 有 ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠8mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ 8mg 田辺三菱製薬-大正富山
医薬品

ﾙｰﾌﾟ利尿剤 0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 0304大正富
山医薬品販売 0303ﾋｰﾄ
変更（8mg追加）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾍﾟﾗﾝ錠 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 富山化学工業 平滑筋攣縮緩解･微小循
環改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9705本
体印刷 9512ﾋｰﾄ裏商品
名記載

裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 富山化学工業 消炎酵素剤 9604中止
裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
10mg 富山化学工業 止血剤 9604中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9306まで) ｾﾚｶﾙ
錠20と本体ｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(99まで) 9511ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾊﾞｷｿｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性抗炎症･鎮痛剤 03頃ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

DK 336 裸錠 白 有 ｺﾛｶﾙﾑ錠12.5 ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg ﾀﾞｲﾄ-大正富山医薬品 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

0706中止 0407ﾋｰﾄ変更
（表12.5mg追加等）

糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙﾊﾟﾘﾝ錠 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 富山化学工業 冠循環改善剤 9604中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ13.5mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 13.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬

品
鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304

大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) ｾﾚｶﾙ
錠10と本体ｺｰﾄﾞ同じ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾚｶﾙ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 富山化学工業 高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9904まで) 9511
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡褐 ﾊﾞｷｿｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

持続性抗炎症･鎮痛剤 0308ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売 9902ﾋｰ
ﾄ表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｱﾎﾞﾋﾞｽｶﾌﾟｾﾙ25 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ 25mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消化管運動機能賦活剤 0304ﾋｰﾄ変更（25mg追
加） 0304大正富山医薬
品販売 9902ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙﾊﾟﾘﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 富山化学工業 冠循環改善剤 9901中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄緑/淡黄
緑

ﾌﾙｶﾑｶﾌﾟｾﾙ27mg ｱﾝﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 27mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大正富山医薬
品

鎮痛･抗炎症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0304
大正富山医薬品販売 ﾌｧ
ｲｻﾞｰとﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 富山化学工業 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9605ﾋｰﾄ
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消炎酵素剤 04頃中止 0305ﾋｰﾄ変更
0304大正富山医薬品販

裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 富山化学工業 止血剤 旧ｺｰﾄﾞ（0310迄）

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡青 ｱﾎﾞﾋﾞｽｶﾌﾟｾﾙ50 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ｱｸﾗﾄﾆｳﾑ 50mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

消化管運動機能賦活剤 0302ﾋｰﾄ変更（50mg追
加） 0304大正富山医薬
品販売 9902ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠50 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 50mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9908まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 富山化学工業 解毒剤 9604中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠75 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 75mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 富山化学工業 消炎酵素剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄) 9605ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ｵﾍﾟｯｸ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 富山化学工業-大正富山

医薬品
消炎酵素剤 04頃中止 0307ﾋｰﾄ変更

0304大正富山医薬品販
腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 富山化学工業 抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 9510ﾋｰ

ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9903まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9906まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾁｵﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 富山化学工業 解毒剤 9604中止
腸溶性糖衣錠 淡類黄 無 E･A･C錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 富山化学工業-大正富山

医薬品
ｱｽﾋﾟﾘﾝ・ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸腸溶
錠

0812中止 0304ﾋｰﾄ変更

腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

抗生物質製剤 0411中止

腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

抗生物質製剤 0411中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾋﾞｼﾎﾞﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 富山化学工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9804中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾗﾘｷｼﾝ錠250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾘｷｼﾝ錠)

裸錠 橙黄 無 ｽﾑﾘﾝ錠 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

止血剤 0412中止 0310ｺｰﾄﾞ変更
0304大正富山医薬品販

糖衣錠 白 無 ﾅﾊﾟｾﾁﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

解熱鎮痛消炎剤 0711中止 0307ｺｰﾄﾞ変更

山医薬品販売
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裸錠 白～帯黄白 無 ｱｽｵｽﾄ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大正薬品工業-大正富山
医薬品

骨粗鬆症治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽｵｽﾄ錠)
0311ﾋｰﾄ変更 興和ﾃﾊﾞの
ものとﾋｰﾄ異なる

腸溶性糖衣錠 白 無 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠ﾄﾔﾏ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 富山化学工業 抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ（0304迄） 9510ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｰﾌﾟﾙ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 富山化学工業 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9902まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠50 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 50mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 0304大正富山医薬品販
売 0302ﾋｰﾄ変更（50mg追
加） 9902本体，ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 富山化学工業-大正富山
医薬品，昭和薬品化工

ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0708迄) 0304大
正富山医薬品販売 0301
ﾋｰﾄ変更（100mg追加）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｾﾞｯｸｽ錠150 ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

広範囲経口抗菌製剤 旧ｺｰﾄﾞ，旧ﾋｰﾄ(0701迄)

BUTAMIDE 0.25 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠250 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾗﾘｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0108迄) 9601ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄透明 ｲｺﾍﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 前田薬品工業-大正富山
医薬品

EPA製剤 0706中止，承継に伴い
(日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸへ) 0307ｺｰ

大正富山医薬品販売
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(六角
形様)

淡橙 無 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ﾒｼﾙ酸ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ水和
物

200mg(ｶﾞﾚﾉｷ
ｻｼﾝとして)

富山化学工業-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 070921収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞｼﾎﾞﾝ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 富山化学工業 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9804中止 9512ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BUTAMIDE 0.5 裸錠 白 有 ﾌﾞﾀﾏｲﾄﾞ錠500 ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg 富山化学工業-大正富山
医薬品

血糖降下剤 0311ﾋｰﾄ変更 0304大正
富山医薬品販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾗﾘｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9604中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄赤 有 ﾗﾘｷｼﾝ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 富山化学工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9604中止

裸錠 白 無 ﾌﾞﾛﾊﾞﾘﾝ錠 ﾌﾞﾛﾑﾜﾚﾘﾙ尿素 100mg 日本新薬 催眠鎮静剤 0109中止
裸錠 白 無 ｲｿﾐﾀｰﾙ錠 ｱﾓﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 100mg 日本新薬 催眠鎮静剤 0201中止 9305SP->PTP
糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰﾙ錠 臭化ｴﾁﾙﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 10mg 日本新薬 鎮痙剤 0703頃中止
糖衣錠 淡紅 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠 ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 4mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9707ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 抗めまい剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾌｧﾄﾞｰﾙ錠)
0502剤形変更(旧：糖衣
錠)，本体色変更

糖衣錠 帯黄白 無 ｺﾝﾗｯｸｽ錠(2mg) ﾒｼﾙ酸ﾌﾟﾘｼﾞﾉｰﾙ 2mg 日本新薬 筋異常緊張緩解剤 0212中止 9801ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｰｸﾙ錠100mg ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 日本新薬 抗ﾘｳﾏﾁ剤 03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9708ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 赤橙 無 ｱﾐﾋﾟﾛ-N錠 日本新薬 鎮痛解熱剤 0104中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｻﾌﾗｯｸ錠 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0703頃中止 03頃ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ再記載 9711ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削
除，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠100mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 100mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg ｴﾄﾄﾞﾗｸ 200mg 日本新薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･抗炎症
剤

0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9710ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 940826

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 25mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡黄 ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 50mg 日本新薬 がん疼痛治療剤 100917収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0806ｺｰﾄﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-日本新薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0808ｺｰﾄﾞ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤紫透明/
無透明

ｴﾘｻﾞｽｶﾌﾟｾﾙ外用400μ g ﾍﾟｼﾙ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(外) 400μ g 日本新薬 粉末噴霧式ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎治療剤

091211収載

糖衣錠 緑 無 ﾏﾛｹﾞﾝ錠135mg ｱｶﾒｶﾞｼﾜｴｷｽ 135mg 日本新薬 胃腸機能調整剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏﾛｹﾞﾝ錠)

裸錠 淡青 無 ｱｽﾞﾉｰﾙ錠2mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 日本新薬 表在性炎症疾患治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾉｰﾙ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9611ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載

糖衣錠(楕円
形)

淡黄 無 ｲﾘｺﾛﾝM配合錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ､ｱｶﾒｶﾞ
ｼﾜｴｷｽ

1.5mg，70mg 日本新薬 ｽﾄﾚｽ胃腸病治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｲﾘｺﾛﾝM錠)

Vp 裸錠 白 有 ﾍﾞｽﾄﾌｨﾘﾝ錠 ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ
ｵｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃｵﾌｨﾘﾝ

200mg 日本新薬 冠循環改善剤 9506中止

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

茶褐 ﾍﾞﾉｽﾀｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 20mg 日本新薬 軟部腫脹治療剤 0003中止 9706ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

類黄白 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｸﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 日本新薬 脳卒中･循環不全治療剤 9904中止 9703ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 黒 無 ｻｰｶﾈｯﾃﾝ配合錠 日本新薬 内服痔疾患治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｰｶﾈｯﾃﾝ錠)

糖衣錠 淡黄 無 ﾌｪﾙﾋﾞﾃﾝ錠12.5mg ｱﾈﾄｰﾙﾄﾘﾁｵﾝ 12.5mg 日本新薬 唾液分泌促進，肝･胆疾
患利胆剤

0911中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｪﾙ
ﾋﾞﾃﾝ錠)

裸錠 白 無 ｽﾙｶｲﾝ錠100mg ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾉｱｾﾁﾙｱﾐﾉ安
息香酸ｴﾁﾙ

100mg 日本新薬 胃粘膜局麻剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾙｶｲﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠SG 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｳｶﾞﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ｳﾛｶﾞｽﾄﾛﾝ 2.4mg 日本新薬 体液性抗潰瘍剤 0301中止 9610ﾋｰﾄ記号
削除，表商品名記載(ｶﾀｶ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｳﾛｶﾙﾝ ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 0606中止 0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
再記載，裏商品名記載

糖衣錠 白 無 ｱﾝﾀﾞﾉｰﾙ 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ
ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

7.5mg 日本新薬 血圧降下剤 0006中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ｳﾛｶﾙﾝ225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 旧本体ｺｰﾄﾞ(0812迄)
050708収載

ｳﾛｶﾙﾝ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

淡黄 無 ｳﾛｶﾙﾝ錠225mg ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ 225mg 日本新薬 尿路結石治療剤 0812本体ｺｰﾄﾞ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾍﾞｽﾄﾌｨﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ
ｵｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃｵﾌｨﾘﾝ

200mg 日本新薬 冠循環改善剤 9506中止

裸錠 淡橙 有 ｱﾚｽﾃﾝ錠150mg ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg 日本新薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾚｽﾃﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 日本新薬 頻尿治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9705ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，商品
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糖衣錠 白 無 ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾌｪﾀﾞﾉｰﾙ 12.5mg 日本新薬 中枢性鎮咳剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠)
0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏
商品名記載 9704ﾋｰﾄｺｰ

R d 裸錠 白 有 ﾗｼﾞｱﾐﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 日本新薬 降圧利尿剤 9811中止 9704ﾋｰﾄ記号

載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

白 無 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠DB 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾎﾟﾌｨﾘﾝ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 日本新薬 脳循環改善剤 9904中止 9707ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾚｸﾄｰﾙ錠100mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 日本新薬 血管拡張性β 1遮断薬 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 有 ｾﾚｸﾄｰﾙ錠200mg 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 日本新薬 血管拡張性β 1遮断薬 0206ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
0107割線入 9705ﾋｰﾄｺｰ
ﾄﾞ削除，表商品名記載(ｶ

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

橙 ｱﾝﾍﾟｸﾄ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本新薬 狭心症･高血圧治療剤 0702頃中止

裸錠 白 無 ｶﾞｽﾛﾝN錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9702ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，表商
品名記載

裸錠 白 有 ｶﾞｽﾛﾝN錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

03頃ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9702ﾋｰﾄ記号削除，表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 青 無 ｱｽﾞﾉｰﾙST錠口腔用5mg ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
(外)

5mg 日本新薬 口腔内炎症治療剤-徐放
性挿入錠-

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾞﾉｰﾙST)
0210ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載 口
腔内挿入錠

裸錠 白 無 ﾍﾟﾘｱｽ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 960705収載
裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 日本新薬 前立腺肥大症･癌治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ錠)
錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 無 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠2mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

0911頃ﾋｰﾄ変更(表2追加
等) 070706収載

錠剤(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｶﾞｽﾛﾝN･OD錠4mg ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 日本新薬 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍
治療剤

091113収載

裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠0.5mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本新薬 ACE阻害剤 0906ｺｰﾄﾞ変更
裸錠 白 有 ｵﾄﾞﾘｯｸ錠1mg ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本新薬 ACE阻害剤 0903頃ｺｰﾄﾞ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｸﾞﾘｺﾗﾝ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg 日本新薬 経口糖尿病用剤 0801剤型変更(前:裸錠)

061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾞﾘｺﾗﾝ錠)
0407製剤小型化

裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠10mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg 日本新薬 消炎酵素剤 050610収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠)

裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(30mg) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 日本新薬 消炎酵素剤 0201ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，裏
商品名記載 9702ﾋｰﾄ記
号削除

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄緑/ｸﾘｰﾑ ﾍｷｻﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 日本新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍｷｻﾄﾛﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ) 0202ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載，
裏商品名記載 9611ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ削除

裸錠 白 無 ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(50mg) 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 50mg 日本新薬 消炎酵素剤 0203ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ再記載
9612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ削除，商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｴﾅﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ(5mg) ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 5mg 日本新薬 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ製剤 9802中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｴﾅﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ(10mg) ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日本新薬 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ製剤 0212中止 9610ﾋｰﾄ記号

削除，表商品名記載(ｶﾀｶ
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

156.7mg 日本新薬 前立腺癌治療剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ)

裸錠 白 無 ｱﾑﾉﾚｲｸ錠2mg ﾀﾐﾊﾞﾛﾃﾝ 2mg 東光薬品工業-日本新薬 再発・難治性急性骨髄球
白血病治療剤

050603収載

Dz 100 裸錠 白 無 ﾀﾞｲｱｼﾞｯﾄﾞ錠(100mg) ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 日本新薬 結核療法剤 0411中止 9711ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NiA 裸錠 白 無 ﾅｲｸﾘﾝ錠 ﾆｺﾁﾝ酸 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾆｺﾁﾝ酸製剤 旧品名，ｺｰﾄﾞ(0606商品
名変更に伴い，新：ﾅｲｸﾘ
ﾝ錠50mg）

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ｵｽﾃｵｰﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 消化性潰瘍治療剤 0202中止 9712ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9608まで) 940527
収載

裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠10mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 9807ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9610まで) 940527
収載

裸錠 白 有 ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 狭心症治療剤 0101割線入 9807ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｷﾉﾄﾐﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0807中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ｷﾉﾄ
ﾐﾝ錠)，本体ｺｰﾄﾞ追加

腸溶性糖衣 白 無 ｾﾞｵﾁﾝ錠100mg L-塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 粘膜疾患治療･去痰剤 030704収載(品名変更
前：ｾﾞｵﾁﾝ錠)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

淡紅 無 ﾄﾘﾉｼﾝ腸溶錠60mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

60mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 代謝性製剤 9708ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾅｲｸﾘﾝ錠50mg ﾆｺﾁﾝ酸 50mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾆｺﾁﾝ酸製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｸﾘﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ﾊｲｳｪﾙ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 8912中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾊﾞﾛﾒﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 前立腺障害改善剤 0802中止 061208収載(商

品名変更に伴い，前:ﾊﾞﾛ
ﾒﾀﾝ)，本体ｺｰﾄﾞ追加

糖衣錠 白 無 ﾋﾞｽｵﾆﾝ ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝ配合抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0208中止 9709ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 明灰緑 無 ﾋﾒﾛﾝK1錠5mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0308中止 010706収載(商
品名の変更 前:ﾋﾒﾛﾝK1

糖衣錠 灰緑 無 ﾋﾒﾛﾝK1錠10mg ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 0308中止 010706収載(商
品名の変更 前:ﾋﾒﾛﾝK1

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

薄橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

5mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

橙 無 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ
ﾄﾞ

10mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 0007ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 96ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白(薄灰ない
し淡黄の斑

無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(9609迄)

裸錠 白(薄灰ない
し淡黄の斑

無 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 虚血性心疾患治療剤 040709収載，品名変更に
伴い（前：ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾃﾞｯﾄ錠250mg 塩酸ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 250mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口糖尿病用剤 0908ﾋｰﾄ若干変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｾﾙｷﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ

ﾝ
3mg ﾄｰｱｴｲﾖｰ 脳循環代謝改善剤 9907中止 9702ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄ錠105mg 硫酸鉄 525mg(鉄とし
て105mg)

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 徐放型鉄剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯ

KW 669
MAJ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾒｼﾞｬﾋﾟﾝ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9607販売

ｶﾞﾁﾌﾛ 100 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞﾁﾌﾛ錠100mg ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 100mg(ｶﾞﾁﾌﾛ
ｷｻｼﾝとして)

杏林製薬･大日本住友製
薬

広範囲経口抗菌薬 0809中止 020607収載 杏
林製薬のものとﾋｰﾄ異な

裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
裸錠 黄～橙黄 有 ｺｴﾝｻﾞQ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大日本製薬 心筋代謝賦活剤 9610中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾊﾟｽﾓﾘｰﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 大日本製薬 膵･胆道系鎮痙剤 9603中止
裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本製薬 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

SPR
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 930827
収載

SPR
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠150mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 0111中止 930827収載

糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本製薬 強心配糖体 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠300 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

150mg，
150mg

大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

250
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g 大日本製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘

導体製剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法
剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製

薬
持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202

収載

PIM
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製

薬
持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202

収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9306本体

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

KW 830:3 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

KW 831:6 裸錠 白 無 ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠6mg ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 6mg 共和薬品工業-大日本製
薬

抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9601販
売

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大日本製薬 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本製薬 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 910823
収載

NZ 1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

NZ 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

持続性Ca拮抗剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940415収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟｵﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 消炎鎮痛剤 9704ﾋｰﾄ記号削除，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

THEO-SLOW 100 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠100mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠100) 共和とﾋｰﾄ異な
る

THEO-SLOW 200 裸錠 白(表面斑点
状)

有 ﾃｵｽﾛｰ錠200mg ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 共和薬品工業-ｾﾞﾘｱ新薬
工業

気管支拡張剤 1012中止 090925収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃｵｽ
ﾛｰ錠200) 共和とﾋｰﾄ異な
る

ｱｼﾉﾝ150 ZP3144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0504中止 940708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ錠250｢ﾏﾙｺ｣ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗生物質
製剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘﾌﾀｰ錠10 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心身安定剤 101119収載
裸錠 桃 有 ｱﾆｽﾀｼﾞﾝ錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 利尿降圧剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 白 有 ｱﾘｻｲ錠25 ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性ACE阻害降圧剤 0607中止 0308ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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裸錠 白 有 ｲﾋﾟﾉﾃｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 薄桃 有 ｲﾝﾄﾆｽ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

0603頃中止 000707収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝｾﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 0108中止 9802ﾋｰﾄ変更，
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

裸錠 白～微黄白 有 ｻﾋﾞﾝｶｼﾝ錠 ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環･代謝改善剤 9903中止 940708収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾓｼﾞﾘﾝ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｼﾈｱｯﾌﾟ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 9506中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽｲﾑﾀｰﾙ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg ﾏﾙｺ製薬-ﾒﾙｸ製薬 高脂血症治療剤 0607中止 0607販売会社

社名変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙透明 ﾁﾄｸﾛｰﾑCｶﾌﾟｾﾙ｢ﾏﾙｺ｣ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg ﾏﾙｺ製薬 組織呼吸賦活剤 9903中止 9212本体追加
裸錠 白 有 ﾄﾗﾌﾞｿﾞﾝ錠0.5 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg（ﾌﾟﾗｿﾞ

ｼﾝとして）
ﾏﾙｺ製薬-日医工 高血圧･排尿障害治療剤 0709中止 0301本体ｺｰﾄﾞ

化，ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記号追加

裸錠 淡橙 有 ﾄﾗﾌﾞｿﾞﾝ錠1 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 高血圧･排尿障害治療剤 0712中止 0304本体，ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾋﾞﾌｪﾙﾁﾝ錠2 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 2mg ﾏﾙｺ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9804中止 940708収載
裸錠 白 無 ﾍﾞﾀﾒﾉｰﾙ錠5 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 高血圧・不整脈・狭心症

治療剤
0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾍﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 持続性Ca拮抗薬 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 微紅 有 ﾐﾝﾄﾞﾛﾁﾝ錠10mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0405中止 030704収載

裸錠 白 無 ﾐﾝﾄﾞﾛﾁﾝ錠5mg ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg ﾏﾙｺ製薬 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

0405中止 030704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾛｰﾙ錠50 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 心臓選択性β 遮断剤 0805中止 0304ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 有 ﾒﾉﾌﾟﾘｼﾞﾝL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性Ca拮抗剤 0607中止 0303ﾋｰﾄ裏変
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾟﾚｽ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg ﾏﾙｺ製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 旧品名(071203迄，新品

名:ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢
JG｣)，承継に伴い(日本
ｼﾞｪﾈﾘｯｸへ)，ｺｰﾄﾞも変更
ﾊﾞﾗ包装のみ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｶﾓｽﾊﾟﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 経口蛋白分解酵素阻害
剤

0604頃中止 0305ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載等
960705収載

裸錠 白 有 ｾｵﾙﾅｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

ﾏﾙｺ製薬 腫脹緩解用酵素剤 0210中止 裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 940708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾙｯﾌﾟ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾏﾙｺ製薬 抗悪性腫瘍剤 0011中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾓﾌﾟｿｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0102中止 9808ﾋｰﾄ変更
940708収載

裸錠 白 無 ｱﾙｾﾛｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 持続性消炎･鎮痛剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ変
更 9802ﾋｰﾄ変更 940708

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/無透明 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝSP ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg ﾏﾙｺ製薬 解熱･鎮痛･消炎剤 0402中止 0304ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載 9805ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 無 ｲﾝﾋﾞﾙｽ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ﾏﾙｺ製薬 脳代謝･精神症状改善剤 8904中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 1010中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｲﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1 ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 精神安定剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬) 090515収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌｪﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0611頃中止 040709収載
裸錠 白 無 ｼﾞﾒﾄｯｸｽ錠1 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学

研究所
持続性心身安定剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 0305ﾋｰﾄ変更（裏

裸錠 黄 有 ｽﾘﾝﾀﾞｸ錠100｢ﾏﾙｺ｣ ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0803中止 0301ﾋｰﾄ変更，
裏商品名，記号記載

裸錠 白～微黄白 無 ﾄﾛﾝﾍｲﾑ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 自律神経調整剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 白 無 ﾆﾌﾞﾛﾐﾝA錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg ﾏﾙｺ製薬 精神安定剤 9304中止
糖衣錠 白 無 ﾋﾟﾈﾛﾛ錠25mg 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 抗めまい剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾋﾟﾍﾟﾀﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0412中止 9806ﾋｰﾄ変更
900713収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾋﾟﾍﾟﾀﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 1009中止 9807ﾋｰﾄ変更
900713収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙｼﾞｻｰﾙ錠25 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg ﾏﾙｺ製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更 0605頃日
医工のみ中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙｼﾞｻｰﾙ錠50 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ﾏﾙｺ製薬-ﾏｲﾗﾝ製薬 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 0802販売会社社名変更
(前:ﾒﾙｸ製薬) 0607販売
会社社名変更 0609日医
工のみ中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾓﾋﾟｼﾝ錠 ｱﾙｸﾛﾌｪﾅｯｸ 250mg ﾏﾙｺ製薬 消炎鎮痛剤 9109中止
2 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾏﾙｺ製薬 広域精神身体平衡剤 旧本体ｺｰﾄﾞ（0212～0306

にかけて） 9807ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 広域精神身体平衡剤 1010中止 0310ﾋｰﾄ変更，

裏ｺｰﾄﾞ記載等 0212～
0306本体ｺｰﾄﾞ変更，2削

5 裸錠 白 有 ﾘﾘｰｾﾞﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg ﾏﾙｺ製薬 広域精神身体平衡剤 9510中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾘﾌﾀｰ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 心身安定剤 1007ﾋｰﾄ若干変更 0906

製造販売元社名変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾓｽｹﾞﾝS錠100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬 抗痙縮剤 9310中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾄﾓｽｹﾞﾝS錠50 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 抗痙縮剤 9406中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾘﾌﾟﾛｲﾄﾞ錠10mg ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 鎮痙剤 1011中止 0906製造販売

元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

糖衣錠 橙 無 ｴﾌﾄﾛﾝ錠 臭化ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ 7.5mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 大腸機能異常治療剤 0606中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｽﾊﾟｷｼﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 筋緊張改善剤 9809中止 940708収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾁｱｼｰﾀｶﾌﾟｾﾙ10 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0809中止 0306ﾋｰﾄ変更

0101販売 00承継(堀田薬
品合成より)

裸錠 白 有 ｺﾝﾍﾞﾙﾐﾝ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 眩暈治療剤 1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

裸錠 白 有 ｲﾝﾍﾞｽﾀﾝ錠1mg ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所，日医工

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬) 081219収載(商品
名変更に伴い，前:ｲﾝﾍﾞｽ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｻﾒﾃﾞｰﾙ錠10 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 10mg ﾏﾙｺ製薬 虚血性心疾患治療剤 9502中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤 無 ｱｻﾒﾃﾞｰﾙ錠20 塩酸ｴﾀﾌｪﾉﾝ 20mg ﾏﾙｺ製薬 虚血性心疾患治療剤 9312中止
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糖衣錠 白 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾏﾙｺ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg ﾏﾙｺ製薬 不整脈治療剤 9608中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾙﾃｯﾌﾟ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 心・腎疾患治療剤 0606頃中止 0307本体刻

印追加，ﾋｰﾄ裏商品名記
載等

裸錠 白 無 ｴﾙｺﾞｽﾊﾟｵﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

糖衣錠 橙赤 無 ｼﾌﾉｽ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ﾏﾙｺ製薬 冠循環改善剤 9910中止
糖衣錠 橙赤 無 ｼﾌﾉｽ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 冠循環改善剤 0604頃中止 0302ﾋｰﾄ変

更 9801ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾛﾌ錠10mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg ﾏﾙｺ製薬 血圧降下剤 9610中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｰﾛﾌ錠30mg 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg ﾏﾙｺ製薬 血圧降下剤 9305中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵｱﾆﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 循環機能改善剤 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾｵｱﾆﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 循環機能改善剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 白 有 ﾈﾌﾛｯｸｽ錠 ﾒﾌﾙｼﾄﾞ 25mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 降圧利尿剤 0606頃中止 0303本体ｺｰ
ﾄﾞ追加 9801ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/乳白 ﾊﾛﾌｨｯﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ﾏﾙｺ製薬 脂質代謝改善剤 9405中止
裸錠 白 有 ﾊﾞﾝｻﾓｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg ﾏﾙｺ製薬 不整脈･狭心症治療剤 0210中止
裸錠 白 無 ﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症治療剤 9506中止
裸錠 白 有 ﾋﾟﾅｽﾁﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg ﾏﾙｺ製薬 高血圧･狭心症治療剤 0107中止 9805ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾙｺﾄｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬 脳代謝機能改善剤 9508中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐｸﾛｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800E.L.U ﾏﾙｺ製薬-日医工 血管代謝改善剤 0607中止 0311ヒート裏変

更
裸錠 白 有 ﾑﾛﾋﾞﾉﾝ錠 ﾒﾁｸﾗﾝ 150mg ﾏﾙｺ製薬 非ｻｲｱｻﾞｲﾄﾞ系降圧剤 0209中止 9801ﾋｰﾄ変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｸﾚﾁﾝ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ﾖｰﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾙﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 25mg ﾏﾙｺ製薬 心臓異常興奮調整剤 0011中止 9808ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾗﾋﾟﾉｰｹﾞﾝ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 β 受容体遮断剤 0604頃中止 0301本体ｺｰ

ﾄﾞ化，ﾋｰﾄ変更 9804ﾋｰﾄ
裸錠 白 有 ﾗﾋﾟﾉｰｹﾞﾝ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ﾏﾙｺ製薬 β 受容体遮断剤 9511中止
裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠25μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.025mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気管支拡張剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠
0.025)

μ g 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾃﾚﾉｰﾙ錠50μ g 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 50μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 気管支拡張剤 0911発売
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾋﾟｱｽｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｹﾛｲﾄﾞ・肥厚性瘢痕治療

剤
0607中止 0307ﾋｰﾄ裏ｺｰ
ﾄﾞ，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾌﾞﾛﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 気道潤滑去痰剤 0605頃中止 0302ﾋｰﾄ裏
変更，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9803ﾋｰﾄ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾁﾘﾝ錠200 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 H2受容体拮抗剤 0604頃中止 0301ﾋｰﾄ変
更 9712ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｻﾙﾅﾁﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消化管運動調律剤 1001中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｼﾛﾋﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

消化管運動改善剤

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｼﾛﾋﾞﾝ錠5 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-三和化学
研究所

消化管運動改善剤 101119収載

糖衣錠 白 無 ﾍﾞﾝｺｰﾙ配合錠 ｼﾞｵｸﾁﾙｼﾞｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎ
ｻｸｼﾈｰﾄ､ｶｻﾝﾄﾗﾉｰﾙ

30mg，15mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 便秘治療剤 1009本体ｺｰﾄﾞ追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾚｻﾞﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg ﾏﾙｺ製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9710中止 920710収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100｢ﾏﾙｺ｣ ﾀﾞﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾏﾙｺ製薬 子宮内膜症治療剤 9804中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾃﾞｽﾐﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾏﾙｺ製薬 頻尿治療剤 0107中止 9807ﾋｰﾄ変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾝﾄﾞﾙﾌ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 切迫流･早産治療剤
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾝﾄｹﾞﾝ錠 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg ﾏﾙｺ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9606中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾝﾄｹﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg ﾏﾙｺ製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9308中止

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ﾛﾝﾌﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-三笠製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1009中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤透明 ﾛﾝﾌﾟﾘｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日医工ﾌｧｰﾏ-三笠製薬 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 1009中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

裸錠 橙黄 無 ｱｰﾂｪｰ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 血管強化･止血剤 0906製造販売元変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

裸錠 橙黄 有 ｱｰﾂｪｰ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 血管強化･止血剤 0906製造販売元変更，合
併に伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾊﾟﾗｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 抗血小板剤 0606頃中止 9805ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄澄明 ｴﾅｾﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸製剤 0604頃中止 0212ﾋｰﾄ変
更 980710収載 ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡ﾋﾟﾝｸ 無 ｲﾙｻﾞｲﾑ錠10 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消炎酵素剤 1102自为回収 0906製造
販売元社名変更，合併に
伴い(前:ﾏﾙｺ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾙｻﾞｲﾑ錠5mg ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 消炎酵素剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｲﾙｻﾞｲﾑ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｾﾌｧﾚｷｼﾝSR錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg ﾏﾙｺ製薬 持続性ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

0104中止 9712ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾛｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 091113収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾊﾛｽﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｾﾅﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製
剤

1012中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｾﾅﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製
剤

1010中止 0906製造販売
元社名変更，合併に伴い
(前:ﾏﾙｺ製薬)

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100｢

ﾏﾙｺ｣
塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変

更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ錠50｢ﾏﾙｺ｣ 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠(長円形) 帯黄白～黄
白

有 ﾄﾗｺﾅ錠100mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

裸錠 帯黄白～黄
白

無 ﾄﾗｺﾅ錠50mg ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 日医工ﾌｧｰﾏ-日医工 経口抗真菌剤 0906製造販売元社名変
更，合併に伴い(前:ﾏﾙｺ
製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾙﾄﾌｪﾝ錠80mg ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg ﾏﾙｺ製薬-日医工 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 0611頃中止 040709収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾟﾙﾁﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg わかもと製薬 脳循環代謝改善剤 9711中止 920710収載
裸錠 白 無 ﾚｽﾎﾟｰﾙ錠 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg わかもと製薬 乳癌治療剤 0807中止 04頃ﾋｰﾄ変更，

RST削除等
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾘﾅｰｾﾞ錠5 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg わかもと製薬 消炎酵素製剤 0209中止 9710ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
W 305 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加

糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵｾﾞｯｸｽ腸溶錠10mg ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg わかもと製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9009中止
10 裸錠 白 無 ﾐｻｲﾗｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg わかもと製薬 消炎酵素剤 0212中止 9805ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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裸錠 白 有 ﾘｼﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg わかもと製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0212中止 9805ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

W 310 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠10mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 10mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1010本体ｺｰﾄﾞ追加
W 315 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸溶錠15mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 15mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加

糖衣錠 白 無 ｱﾃﾞｼﾉﾝP腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg わかもと製薬 代謝性製剤 0201中止 9808ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱﾌﾟｻﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg わかもと製薬 脳血流促進剤 9104中止
30 裸錠 白 無 ﾐｻｲﾗｰｾﾞ錠 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg わかもと製薬 消炎酵素剤 0212中止 9710ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾋｸﾞﾛﾐﾝ錠 塩酸ﾒﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 50mg わかもと製薬 気道粘液溶解剤 9505中止

CIZELIN 100 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/乳白 ﾄﾞｸﾄﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg わかもと製薬 上腹部不快症状改善剤 9104中止

CIZELIN 200 裸錠 白(斑点状) 有 ｼｾﾞﾘﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg わかもと製薬 気管支拡張剤 9502中止 920710収載
裸錠 黄 有 ﾅﾌﾞﾛﾐﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg わかもと製薬 代謝性心疾患治療剤 0105中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 98ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｱﾝｷｿｰﾙ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg わかもと製薬 気道潤滑去痰剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｱﾝｷｿｰﾙ錠)
02ﾋｰﾄ変更，裏AKT削除

W 325 S250μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠250μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1012本体ｺｰﾄﾞ追加
硬ｶﾌﾟｾﾙ 乳白/乳白 ｱﾀﾞｯｸｽ わかもと製薬 排尿障害改善剤 0208中止 9801ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透

明
ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐

性乳酸菌製剤
旧ﾋｰﾄ（02頃迄） 9710ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙透明/橙透
明

ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ わかもと製薬 抗生物質･化学療法剤耐
性乳酸菌製剤

02頃ﾋｰﾄ変更，裏LNC削
除

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ75mg ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg わかもと製薬 喘息治療剤 1103中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ﾀｻﾞ
ﾚｽﾄｶﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg わかもと製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9107中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾙﾌｧｼﾞﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg わかもと製薬 代謝性製剤 0103中止 9802ﾋｰﾄ表商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
W 350 S500μ μ g ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ｺﾊﾞﾙﾀﾐﾝS錠500μ g ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg わかもと製薬 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 1011本体ｺｰﾄﾞ追加

裸錠 白 無 ﾛﾊﾞｷｼﾝ錠 ﾒﾄｶﾙﾊﾞﾓｰﾙ 250mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 骨格筋痙攣弛緩剤 9310中止
裸錠(ｶﾌﾟｾﾙ型) 白 有 ﾄﾞｽﾊﾟﾝ錠 ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 筋弛緩･鎮痛剤 9310中止
糖衣錠 白 無 ﾚｼﾞﾀﾝ糖衣錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 鎮痙剤 9507中止
糖衣錠 白 無 ｱﾗﾓﾝ錠 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性静穏･鎮静 9309中止
裸錠 白 無 ﾊﾟﾅｽ錠 ｸﾛﾌｪｿﾞﾝ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 消炎鎮痛剤 9311中止
裸錠 白 無 ﾊﾞｿﾛ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 脳代謝機能改善剤 89中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白

～黄白
ﾊﾟﾗﾐﾁﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg ﾌﾞｺﾛｰﾑ 300mg あすか製薬-武田薬品工

業
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症･痛風
治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:300mgﾊﾟﾗﾐﾁﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ) 0711ﾋｰﾄ表
300mg追加

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾙﾀｿﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｿﾞ
ｼﾝとして)

あすか製薬-日本化薬 鎮痛剤 970912収載 ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾁﾈｽ錠50 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg あすか製薬-武田薬品工
業

筋緊張･痙性麻痺改善剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9711本体，ﾋｰﾄ変更
(製造元変更の為)

裸錠 薄紅 有 ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg あすか製薬-武田薬品工
業

鎮痛・抗炎症・解熱剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ﾏﾚﾄﾝ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 9309中止
糖衣錠 白 無 ｿﾞﾝﾃﾞﾙ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 低血圧治療剤 9601中止
裸錠 白 無 ｲｻﾛﾝ錠100mg ｱﾙｼﾞｵｷｻ 100mg あすか製薬-武田薬品工

業
胃炎･消化性潰瘍治療剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ｲｻﾛﾝ錠)
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

帯黄白 ｿﾒﾄｰﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ改善剤 9312中止

裸錠 黄 無 ｼﾞﾋﾞﾀｰﾙ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 冠血管拡張剤 9310中止
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裸錠 黄 無 ｼﾞﾋﾞﾀｰﾙ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 冠血管拡張剤 9310中止
裸錠 白 無 ﾋﾎﾟﾗｰﾙ錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg あすか製薬-武田薬品工

業
起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾓﾊﾞﾛｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 消化管運動機能改善剤 中止 920710収載
裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠10 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 10mg あすか製薬-武田薬品工

業
脳循環代謝改善剤 0808ﾋｰﾄ表mg追加 0207

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ｱﾎﾟﾉｰﾙ錠20 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg あすか製薬-武田薬品工

業
脳循環代謝改善剤 0808ﾋｰﾄ表mg追加 0208

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾌｨｰﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 不整脈治療剤 0502中止 0205ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄み白/

白～黄み白
(黒灰帯)

ｶﾋﾟﾗﾝ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 脳･末梢血流改善剤 9610中止 8810ｸﾞﾚﾗﾝ製
造

裸錠 白 有 ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠15mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg あすか製薬-武田薬品工
業

気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ﾘﾊﾟﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0507中止 0204ﾋｰﾄ裏商
品名記載（ｶﾀｶﾅ） 990507
収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾊﾟﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ150 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 150mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 0507中止 0203ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 990507
収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾎﾟﾉﾌｪﾝSRｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg あすか製薬-武田薬品工 徐放性去痰剤 050708収載
裸錠 白 無 ｱｸﾃﾞｨｰﾑ10 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 10mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 酵素製剤 9309中止
裸錠 白 無 ｱｸﾃﾞｨｰﾑ錠30mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg あすか製薬-武田薬品工

業
酵素製剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｸﾃﾞｨｰﾑ30)
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱｸﾃﾞｨｰﾑｶﾌﾟｾﾙ90mg 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg あすか製薬-武田薬品工
業

酵素製剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｸﾃﾞｨｰﾑ90)
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

裸錠 橙 無 ﾀｼﾞﾝ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg あすか製薬-千寿製薬，
武田薬品工業

止血･血管補強剤 1006ﾋｰﾄ若干変更 0801
ﾋｰﾄ表30mg追加

裸錠 橙黄 無 ﾘﾊﾞﾄﾛﾝ錠20 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 91中止
裸錠 橙黄 有 ﾘﾊﾞﾄﾛﾝ錠40 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 40mg ｸﾞﾚﾗﾝ製薬 高脂血症治療剤 91中止

μ g:0.25μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

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

μ g:0.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

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

μ g:1.0μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

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

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄透明 ｱﾃﾛﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg あすか製薬-武田薬品工
業

EPA製剤 0804ﾋｰﾄ表300mg追加
0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄褐/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ67 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 67mg あすか製薬-科研製薬，
武田薬品工業

高脂血症治療剤 041215収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/白 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ100 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg あすか製薬-科研製薬，
武田薬品工業

高脂血症治療剤 041215収載

TTS 321 50：TTS321 50 裸錠 白 無 ｴｸﾊﾞｰﾙ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 高田製薬･塩野義製薬 抗血小板剤
等

10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠10mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠25mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売
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50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐 無 ｸﾛﾝﾓﾘﾝ錠50mg 塩酸ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 四環系抗うつ剤 0903中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ) 9604販売

U2.5 2.5：U2.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

赤褐 有 ｱｯﾌﾟﾉｰﾙB錠2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg(ﾌﾞﾛﾓｸ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

高田製薬-塩野義製薬 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬) 081219収載(商品
名変更に伴い，前:ｱｯﾌﾟ

NZ 1 NZ1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠10 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日産化学工業-塩野義製
薬

持続性Ca拮抗剤 9812ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記
載)，表裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

BZ5 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
BZ10 裸錠 薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ

裸錠(楕円形) 薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠10 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 9801ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

BZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 旧ｺｰﾄﾞ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

極薄橙 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 9805ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤･抗痙攣剤 010706収載(商品名の変
更 前:ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠)

裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠1mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 旧ｺｰﾄﾞ
裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠1mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 1mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠2mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 旧ｺｰﾄﾞ
裸錠 白 有 ﾘｽﾐｰ錠2mg 塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ 2mg 塩野義製薬 睡眠誘導剤 9711ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
NZ 2 NZ2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾗﾝﾃﾞﾙ錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 日産化学工業-塩野義製

薬
持続性Ca拮抗剤 9902ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ再記

載) ﾋｰﾄ表裏商品名記載
S 25 25：S25 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠25mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 25mg 高田製薬-塩野義製薬 精神神経用剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

糖衣錠 橙 無 EA錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ 塩野義製薬 ｱｽﾋﾟﾘﾝ製剤 9310中止
IX100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｲｿｷｻｰﾙ錠100 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾘｿｷｻｰﾙ 100mg 塩野義製薬 消炎鎮痛剤 9204中止

T-31 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

T-31 15 15：T31-15 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/淡黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 15mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

T-31 5 5：5 T31-5 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄赤/黄赤 ｴﾏﾍﾞﾘﾝLｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 高田製薬-塩野義製薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/微黄
白

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 20mg(ﾃﾞｭﾛｷ
ｾﾁﾝとして)

塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/微黄
白

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 30mg(ﾃﾞｭﾛｷ
ｾﾁﾝとして)

塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

T 50 50：Ｔ50 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 抗狭心症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

S 50 S50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾄｳｽ錠50mg ｿﾞﾃﾋﾟﾝ 50mg 高田製薬-塩野義製薬 精神神経用剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販
売元変更に伴い(新:高田
製薬)

糖衣錠 赤 無 ﾍﾞﾝﾁﾙ錠 塩酸ｼﾞｻｲｸﾛﾐﾝ 10mg 塩野義製薬 鎮痙･鎮痛剤 9203中止
MDP 22A 裸錠 白 無 ﾄﾘﾙﾀﾞﾝ錠60mg ﾃﾙﾌｪﾅｼﾞﾝ 60mg ﾏﾘｵﾝﾒﾚﾙﾀﾞｳ-塩野義製

薬
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで) 900420

収載
糖衣錠 薄赤橙 無 ﾋﾟﾚﾁｱ錠(25mg) 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

剤
0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 極薄赤橙 無 ﾋﾟﾚﾁｱ錠(5mg) 塩酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤･抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
剤

0111本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印
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糖衣錠 白 無 ﾐｸﾞﾘｽﾃﾝ錠20 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾒﾄﾁｱｼﾞﾝ 20mg 塩野義製薬 片頭痛･緊張性頭痛治療
剤

0106本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 薄赤紫 無 ｾﾌｧﾙﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾁｵﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾗｼﾞﾝ

5mg 塩野義製薬 神経安定剤 9504中止

糖衣錠 淡黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠10mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 10mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0110本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠25mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0202本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 微黄橙 無 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠5mg ﾌﾟﾛﾍﾟﾘｼｱｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0202本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 極薄紅 無 ｽﾙﾓﾝﾁｰﾙ錠10mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg 塩野義製薬 抗うつ剤 0308本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 紅 無 ｽﾙﾓﾝﾁｰﾙ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾐﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 塩野義製薬 抗うつ剤 05本体ｺｰﾄﾞ位置変更(両
面分割→片面一括印刷)

RM 10 糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 塩野義製薬 抗不安剤 9504中止
糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠2 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 塩野義製薬 抗不安剤 0111本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
糖衣錠 白 無 ﾚｽﾐｯﾄ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 塩野義製薬 抗不安剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
HLS0.75 裸錠 白 有 ﾊﾛｽﾃﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

裸錠 白 有 ﾊﾛｽﾃﾝ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9911中止 9712ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HLS1 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)
裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
HLS2 裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 塩野義製薬 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

裸錠 白 無 ﾊﾛｽﾃﾝ錠2mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2mg 塩野義製薬 精神神経用剤 9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 淡黄褐 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠100mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 100mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0108本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 薄赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠12.5mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 12.5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠25mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0107本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

糖衣錠 赤橙 無 ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠50mg 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0108本体ｺｰﾄﾞ位置変更
(両面分割→片面一括印

NV5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微帯黄白 有 ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神安定剤 旧ｺｰﾄﾞ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微帯黄白 有 ﾉﾊﾞﾐﾝ錠5mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤
糖衣錠 赤 無 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A配合錠 塩野義製薬 精神神経用剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A)
糖衣錠 白 無 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B配合錠 塩野義製薬 精神神経用剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B)
糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0110本体ｺｰﾄﾞ印刷面変

更 010706収載(商品名変
糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(50mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
糖衣錠 白 無 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg) ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 5mg 塩野義製薬 精神神経用剤 0109本体ｺｰﾄﾞ位置変更

(両面分割→片面一括印
裸錠 白 無 ｱｲﾛｿﾞﾝ錠 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0004中止 9812ﾋｰﾄ変更

(ｺｰﾄﾞ再記載)
T100:+ 100：Ｔ100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円

形)
白 無 ｴｽﾃﾘﾉｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 高田製薬-塩野義製薬 抗狭心症剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0903迄)，販

売元変更に伴い(新:高田
製薬)

裸錠 極薄橙 無 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣
0.025mg

ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.025mg 塩野義製薬 強心剤 0903中止
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裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣
0.1mg

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

糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 高血圧･頻脈用剤 00中止 99ﾋｰﾄ変更，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ15mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 15mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌﾞﾛｸﾘﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 塩野義製薬 本態性高血圧症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｼﾞﾚﾊﾞﾛﾝ錠100mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 100mg 塩野義製薬 高血圧治療剤 9008中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾚﾊﾞﾛﾝ錠50mg 塩酸ｼﾞﾚﾊﾞﾛｰﾙ 50mg 塩野義製薬 高血圧治療剤 9008中止
裸錠(蝶型) 白 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠10mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻

害剤
9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(蝶型) 淡黄 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠20mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9802ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(蝶型) 白 有 ﾛﾝｹﾞｽ錠5mg ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg 塩野義製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻
害剤

9712ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～帯黄白 有 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠50mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 50mg 塩野義製薬 長時間作用型ARB 080613収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白～帯黄白 有 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠100mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 100mg 塩野義製薬 長時間作用型ARB 080613収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ

15mg 塩野義製薬 鎮咳剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

EF4 裸錠 白 有 ｴﾌｪｸﾁﾝ錠 ﾒｼﾙ酸ﾋﾞﾄﾙﾃﾛｰﾙ 4mg 塩野義製薬 気管支拡張剤 9011中止
PCT40mg 二層裸錠 薄橙と白 無 ﾍﾟｸﾄﾚｯｸｽ錠 四硝酸ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙ 40mg 塩野義製薬 血管拡張･抗狭心症剤 9402中止 8807変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ/白 ﾍﾞﾘﾁｰﾑｶﾌﾟｾﾙ 塩野義製薬 消化酵素剤 0903中止
T250 裸錠(楕円形) 淡橙 無 ｸﾞｯﾃﾞﾙ錠250mg ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 高田製薬-塩野義製薬 脳代謝賦活剤 8907中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質

製剤
旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 070615
収載(商品名変更に伴
い，前:ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ﾍﾞﾈｷｻｰﾄﾍﾞｰﾀﾃﾞ
ｸｽ

200mg 塩野義製薬 胃粘膜防御機構増強 胃
炎・胃潰瘍治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾙｸﾞｰﾄｶﾌﾟｾ

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄透明 ﾍﾟｵﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 塩野義製薬 EPA製剤 0804中止 0511ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更，製造販売元承継に
伴い(前:日清ﾌｧﾙﾏ)

裸錠 薄橙 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0909ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
裏→表等)

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

裸錠 白 有 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 塩野義製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠)

裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ錠(5mg) ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 5mg 塩野義製薬 黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 0302SP→PTP ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠 ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.02mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 0111中止 8707変更
DVC0.08 裸錠 白 無 ﾃﾞﾎﾞｼﾝ錠0.08mg ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 0.08mg 塩野義製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

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

裸錠 白 無 ﾙﾄﾗｰﾙ錠2mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 2mg 塩野義製薬 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾄﾗｰﾙ錠)
0105ﾋｰﾄ変更(横型→縦
型) 表裏商品名記載

裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ-D錠 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ，ﾒｽﾄﾗﾉｰ
ﾙ

5mg，0.05mg 塩野義製薬 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 0903中止 0612ﾋｰﾄ表裏D
追加 0004ﾋｰﾄ変更，表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NR-D1 裸錠 白 無 ﾉｱﾙﾃﾝ-D錠1 塩野義製薬 黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ配合剤 9404中止

119 / 191 ページ



裸錠 白 有 ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 50mg 塩野義製薬 排卵誘発剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠)
0612ﾋｰト若干変更(ｺｰﾄﾞ
記載裏→表等)

糖衣錠 白 無 ｼﾞｾﾀﾐﾝ錠25 塩酸ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして)

塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体製剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，承継に
伴い(新：高田製薬)

裸錠 淡黄 無 ｼﾅｰﾙ配合錠 塩野義製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝC･ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ
配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾅｰﾙ錠
200)，本体･ﾋｰﾄ裏200削

T500 裸錠(長円形) 淡橙 有 ｸﾞｯﾃﾞﾙ錠500mg ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 高田製薬-塩野義製薬 脳代謝賦活剤 8907中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡黄～淡黄
褐

無 ﾋﾟﾚｽﾊﾟ錠200mg ﾋﾟﾙﾌｪﾆﾄﾞﾝ 200mg 塩野義製薬 抗線維化剤 081212収載

裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠｢ｼｵﾉｷﾞ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 塩野義製薬 痛風治療剤 旧ﾋｰﾄ（0208迄） 98ﾋｰﾄ記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9506ﾋｰﾄ変更

裸錠 青 有 ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ｼｵﾉｷﾞ｣ ｺﾙﾋﾁﾝ 0.5mg 塩野義製薬 痛風治療剤 旧品名(1003迄)，高田製
薬への承継に伴い(新：ｺ
ﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣)，旧

裸錠 白 無 ﾌﾙﾋﾞｽﾀﾁﾝUF錠 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 塩野義製薬 抗真菌性抗生物質 0104中止 9708ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(青ﾊﾞﾝ
ﾄﾞｼｰﾙ)

ｾﾌﾃﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 100mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9906ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 921127収

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白(青ﾊﾞ
ﾝﾄﾞｼｰﾙ)

ｾﾌﾃﾑｶﾌﾟｾﾙ200mg ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 200mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9902ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 921127収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg 塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

970620収載 ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠75mg 塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 75mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

98本体追加(75)，ﾋｰﾄ変
更 970620収載

SN 0.5 裸錠 白 有 ｼﾉﾐﾝ錠(0.5g) ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ 500mg 塩野義製薬 ｻﾙﾌｧ剤 9003中止
裸錠(発泡性) 白 無 ﾌﾗｼﾞｰﾙ腟錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ(外) 250mg 塩野義製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾗｼﾞｰﾙ腟錠)
糖衣錠 白 無 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 塩野義製薬 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服
錠)，ﾋｰﾄ表250mg追加

裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾀ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

塩野義製薬 合成抗菌剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｸﾀ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(中央
赤斜線)

ﾛﾒﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 塩野義製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 9808ﾋｰﾄ変更，表裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ錠50mg ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 50mg 塩野義製薬 抗悪性腫瘍剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾝﾄﾞｷｻﾝP錠)

糖衣錠 白 無 ﾌﾚｷｼﾝ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 塩野義製薬 頻尿治療剤 0004中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄褐 無 MSｺﾝﾁﾝ錠10mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 10mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 青紫～赤紫 無 MSｺﾝﾁﾝ錠30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤 900601収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 MSｺﾝﾁﾝ錠60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤 940708収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠5mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 5mg（無水物

として）
塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩

酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠
030606収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠10mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 10mg（無水
物として）

塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩
酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠

030606収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠20mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 20mg（無水
物として）

塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩
酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠

030606収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄緑 無 ｵｷｼｺﾝﾁﾝ錠40mg 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 40mg（無水
物として）

塩野義製薬 持続性癌疼痛治療剤，塩
酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠

030606収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 0004中止 99ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/青 L-ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0907ｺｰﾄﾞ変更

裸錠 白 有 ﾈﾌﾟﾀｻﾞﾝ錠 ﾒﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 緑内障緩解剤 0005中止
裸錠 わずかにまだ

らをもつ淡黄
褐

有 ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ錠2.5mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠｢ﾚﾀﾞ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 乳癌治療剤 9908中止
裸錠 微黄～淡黄 無 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠5mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 5mg(ﾎﾘﾅｰﾄ

として)
ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 抗葉酸代謝拮抗剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
裸錠 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟｶｰﾙ錠 ﾄﾚﾋﾟﾌﾞﾄﾝ 40mg ﾜｲｽ 膵･胆道疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0504迄)，承継(大

原薬品工業へ)に伴い
裸錠 淡黄白 無 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠25mg ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 25mg(ﾎﾘﾅｰﾄ

として)
ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 還元型葉酸製剤 1006製造販売元変更，統

合に伴い(前:ﾜｲｽ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠125mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 125mg ﾜｲｽ-日本ﾍｷｻﾙ 結核化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0405迄) 0312社

名変更 0310販売元変更
010907収載(商品名の変
更 前:ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg ﾜｲｽ－日本ﾍｷｻﾙ 結核化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0405迄) 0312社
名変更 0310販売元変更
010907収載(商品名の変
更 前:ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠200mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 010907収載(商
品名の変更 前:ﾅﾊﾟﾉｰﾙ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 三環系抗うつ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

裸錠 白 無 ﾊﾞﾘﾀﾞｰｾﾞﾊﾞｯｶﾙ ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 腫脹緩解用酵素剤 0204中止 97ﾋｰﾄ商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) ﾊﾞｯｶﾙ錠

裸錠 白 有 ﾊﾞﾘﾀﾞｰｾﾞｵｰﾗﾙ(内服錠) ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 腫脹緩解用酵素剤 0204中止 97ﾋｰﾄ商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

GB250 裸錠 白 無 GABOB錠｢ﾚﾀﾞﾘｰ｣ γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 脳機能代謝改善剤 9312中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:こげ茶2本
帯)

ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲ
ｸﾘﾝ

150mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 03頃ﾋｰﾄ変更，
150mg追加  97ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄～暗黄 無 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾎﾞ:茶
帯)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾊﾟﾉｰﾙ錠100mg ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 100mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 解熱鎮痛消炎剤 0312中止 0106ﾋｰﾄ表
100mg追加 97ﾋｰﾄ裏変更
(NA100削除)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 97ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白/
白～淡黄白
(ﾎﾞ:橙帯)

ｱｸﾛﾏｲｼﾝVｶﾌﾟｾﾙ250mg 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾜｲｽ-科薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 97ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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裸錠 白 有 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠｢ﾚﾀﾞﾘｰ｣ ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 高尿酸血症治療剤 9906中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LC4 裸錠(長円形) 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで)
裸錠(長円形) 白 有 ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg ﾜｲｽ-ｱｽﾞｳｪﾙ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧本体，ｺｰﾄﾞ(0407迄)

0312社名変更 0310販売
元変更 9709ﾋｰﾄ変更，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ｱｰﾃﾝ錠(2mg) 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

青透明 ｱｰﾃﾝS.R. 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 5mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 9202中止

HX50 裸錠 白 有 ﾊｲﾄﾞﾛﾓｯｸｽ錠 ｷﾈﾀｿﾞﾝ 50mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 降圧利尿剤 9307中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙透明 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽS.R. ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 500mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 9102中止

DX250 裸錠 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg 日本ﾚﾀﾞﾘｰ 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 十字割線
裸錠(十字割 白 有 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 250mg ﾜｲｽ-三和化学研究所 炭酸脱水酵素抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(0409迄)
硬ｶﾌﾟｾﾙ わずかに黄

帯白/わずか
に黄帯白

ﾌﾙｴｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 日本ﾜｲｽﾚﾀﾞﾘｰ 抗悪性腫瘍剤 9906中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ-武田薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 1006製造販売元変更，統
合に伴い(前:ﾜｲｽ)

糖衣錠 赤褐(6錠)，
白(5錠)，黄
(10錠)，赤(7

無 ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ28錠 ﾉﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

経口避妊剤 0911中止 0806頃商品名
変更(前:ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ28)
赤(7錠)は有効成分含ま

ﾄﾛｰﾁ 橙 無 ｱｸﾛﾏｲｼﾝﾄﾛｰﾁ 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 15mg ﾜｲｽ-科薬 口腔用ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生
物質

旧ｺｰﾄﾞ(0512迄) 0312社
名変更 0107ﾋｰﾄ15mg追
加 97ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 赤褐(6錠)，
白(5錠)，黄
(10錠)

無 ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ21錠 ﾉﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ，ｴﾁﾆﾙ
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ﾜｲｽ-あすか製薬，武田
薬品工業

経口避妊剤 0911中止 0806頃商品名
変更(前:ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ21)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｱﾍﾟﾚｯﾄBTｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 胃酸補給･消化機能改善
剤

9008中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/緑 ｱﾝｻﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 200mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～類白 無 ｱﾝｻﾁﾝ錠100mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 100mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9709ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～類白 無 ｱﾝｻﾁﾝ錠200mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸 200mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9812中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｴﾎﾟﾌﾞﾛﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 小野薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9809中止 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

μ g：5μ g 裸錠 白 無 ｵﾊﾟﾙﾓﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

小野薬品工業 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘導体 050610品名変更(前：ｵﾊﾟ
ﾙﾓﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄透明 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 5mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9705ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/黄透明 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA10mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 10mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞSA錠15mg ｾﾐｱﾙｶﾘﾌﾟﾛﾃｨﾅｰｾﾞ 15mg 小野薬品工業 消炎酵素剤 0009中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

μ g：2.5μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(卵形) 淡黄半透明 ﾛﾉｯｸｶﾌﾟｾﾙ2.5μ g ｵﾙﾉﾌﾟﾛｽﾁﾙ 2.5μ g 小野薬品工業 胃潰瘍治療剤 0703中止 051216収載(商
品名変更に伴い，前:ﾛﾉｯ
ｸｶﾌﾟｾﾙ) 0302ﾋｰﾄ2.5μ g

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾌｵｲﾊﾟﾝ錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 小野薬品工業 蛋白分解酵素阻害剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｵｲﾊﾟﾝ錠)
0301ﾋｰﾄ100mg追加 9612
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ80mg ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 80mg 小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 80mgｶﾌﾟｾﾙ:
白/白，
125mgｶﾌﾟｾ
ﾙ：淡赤/白

ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mgｶﾌﾟｾﾙ
×1，80mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×2

小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載 1ｼｰト中
80mgｶﾌﾟｾﾙ×2，125mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×1のｾｯﾄ，80mgの

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mg 小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 80mgｶﾌﾟｾﾙ:
白/白，
125mgｶﾌﾟｾ
ﾙ：淡赤/白

ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mgｶﾌﾟｾﾙ
×1，80mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×2

小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載 1ｼｰト中
80mgｶﾌﾟｾﾙ×2，125mgｶ
ﾌﾟｾﾙ×1のｾｯﾄ，80mgの

裸錠 白 無 ｶﾞﾐﾍﾞﾀｰﾙ錠 γ -ｱﾐﾉ-β -ﾋﾄﾞﾛｷｼ酪
酸

250mg 小野薬品工業 脳機能代謝調整剤 9703中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｵﾉｸﾚｲﾝPｶﾌﾟｾﾙ ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10国際単位 小野薬品工業 循環改善酵素剤 0009中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑透明/無透
明

ｿﾙﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 解熱鎮痛剤 0105中止 9701ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白不透明/無
透明

ﾀﾌﾏｯｸE配合ｶﾌﾟｾﾙ 小野薬品工業 消化酵素剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾌﾏｯｸEｶﾌﾟｾ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

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

ｽﾃｰﾌﾞﾗ 0.1 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤～淡赤
褐又は淡赤

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

糖衣錠 白 無 ﾃｰﾝｼｰ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 小野薬品工業 粘液溶解･去痰剤 9809中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 小野薬品工業 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾈﾀﾞｯｸ錠)
0301ﾋｰﾄ50mg追加

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾞ錠100mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 100mg 小野薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息)

0306ﾋｰﾄ100mg追加 9711
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920522収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｶﾞ錠200mg 塩酸ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ 200mg 小野薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成酵素阻害
剤(気管支喘息)

0304ﾋｰﾄ200mg追加 9707
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920522収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠1mg ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 1mg 小野薬品工業 骨粗鬆症治療剤 1102ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ追加
090313収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠25mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

25mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄赤黄 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

50mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄赤黄 無 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠100mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和
物

100mg(ｼﾀｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

小野薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-糖
尿病用剤-

091211収載

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

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

裸錠 白 有 ﾍﾙﾂｰﾙ錠 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 小野薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 9807中止 9704ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白
不透明/白～
帯黄白不透
明

ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ112.5mg ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 小野薬品工業 気管支喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ)
0303ﾋｰﾄ変更 9612ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾒｶﾞDS 小野薬品工業 降圧利尿剤 9001中止
裸錠 白 無 ﾒｶﾞ錠 ﾒﾌﾞﾀﾒｰﾄ 100mg 小野薬品工業 中枢性降圧･鎮静剤 9001中止
裸錠 白 無 ﾒﾘﾄｽD錠250mg ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 250mg 小野薬品工業 血糖降下剤 9601中止
裸錠 白 有 ﾒﾘﾄｽC錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg 小野薬品工業 血糖降下剤 9602中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

赤透明 ﾘﾎﾟﾃｰﾄ ﾘﾉｰﾙ酸ｴﾁﾙ 500mg 小野薬品工業 脂質代謝改善剤 9212中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ80mg ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 80mg 小野薬品工業 選択的NK1受容体拮抗
型制吐剤

091211収載
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二層錠 淡黄赤/白 無 ｱﾌﾀｯﾁ ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ(外) 0.025mg 帝人 付着性ｱﾌﾀ性口内炎治療
剤

旧ﾋｰﾄ（0210迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載，ｺｰﾄﾞAFT

TJN673 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 帝人 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUR削除

TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)，ﾋｰﾄ表裏
商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号LAX削除 9610ﾋｰﾄ裏

TJN ONE:0.25 0.25μ ｇ:0.25μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TJN ONE:0.5 0.5μ g:0.5μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TJN ONE:1.0 1.0μ g:1.0μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

微粒状軟ｶﾌﾟｾ
ﾙ

淡黄 ｿﾙﾐﾗﾝ ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 1.3g分包 森下仁丹-帝人ﾌｧｰﾏ PH依存崩壊型EPA製剤 旧品名，旧ｺｰﾄﾞ(070615
迄)，商品名変更に伴い
(新:ｿﾙﾐﾗﾝ顆粒状ｶﾌﾟｾﾙ
600mg) 0310社名変更
981204収載

TJN 283:SPR 裸錠 白 有 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠10μ g 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 持続性気管支拡張剤･腹
圧性尿失禁治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ錠)

TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUC削除

糖衣錠 暗赤 無 ｸﾗﾃｸﾞｯﾄ錠 ｸﾗﾃｸﾞｽｴｷｽ 30mg 三共 心機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9212まで) 製造元
変更

裸錠 白 有 ｸﾞﾘｿﾋﾞﾝ-FP錠｢三共｣ ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 三共 ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ製剤 0212中止 9703ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:B V 裸錠 白～微黄白 有 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ薬品-三共 脳循環･代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
HK 1:☆ORGANON HK1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変

更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ZT 1:☆ORGANON ZT1: 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

HR 5:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾛ･ﾘﾝﾃﾞｵｰﾙ ﾘﾈｽﾄﾚﾉｰﾙ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1.6mg，
0.048mg

日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 内服用黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ
複合剤

0611頃中止 0504販売元
変更(前：三共)

0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽｷﾉﾝ錠0.25 ｶﾙﾎﾞｺﾝ 0.25mg 三共 抗悪性腫瘍剤 0503中止
0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽｷﾉﾝ錠0.5 ｶﾙﾎﾞｺﾝ 0.5mg 三共 抗悪性腫瘍剤 0209中止
SB 3:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｵﾙｶﾞﾎﾞﾘﾝ錠2 ｴﾁﾙﾅﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9303中止
GK 4:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｹﾞｽﾀﾉﾝ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 5mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 9609中止
SQUIBE 裸錠 白 有 ｹﾅｺﾙﾄ錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ 4mg 三共 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9209中止
DG 7:☆ORGANON DG7:1mg 裸錠 白 有 ｵﾊﾞﾎﾟｰｽﾞ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 0409中止 9701ﾋｰﾄ裏変

更(DG7削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

CT 7:Organon ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ-三共 四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄) 0104製造
元変更 9709ﾋｰﾄ裏変更

GK 7:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾊﾟｰｾﾘﾝ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg MSD 前立腺肥大症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

5 SANKYO 106 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠5 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更
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10 SANKYO 107 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 108:20 糖衣錠 白 無 ｾﾚﾅｰﾙ錠20 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 20mg 三共 抗不安剤 9709中止
SANKYO 112 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾚﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10 ｵｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 三共 抗不安剤 9409中止
SANKYO 116:5 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共) 010907
収載(商品名の変更 前:ﾈ
ﾙﾎﾞﾝ錠)

SANKYO 117:10 裸錠 白 有 ﾈﾙﾎﾞﾝ錠10mg ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 第一三共 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ製剤

に伴い，前:三共)
SANKYO 118 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾙﾋﾟﾝ錠 臭化ﾒﾁﾙｵｸﾀﾄﾛﾋﾟﾝ 10mg 三共 鎮痙剤 0703中止 9703ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SANKYO 125:1 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠1 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更，裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）など

SANKYO 126:2 裸錠 白 有 ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠2 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg 第一三共 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ

に伴い，前:三共) 0206ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 128:5 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠5mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 5mg 第一三共 睡眠導入剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 129:10 裸錠 白 有 ｿﾒﾘﾝ錠10mg ﾊﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 10mg 第一三共 睡眠導入剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)

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

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 132:1 裸錠 白 有 ﾒﾚｯｸｽ錠1mg ﾒｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg 第一三共 抗不安剤

に伴い，前:三共) 0209ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更

SANKYO 145 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ錠25 塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 25mg(ﾍﾟﾝﾀｼﾞ
ﾝとして)

第一三共 鎮痛剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

SANKYO 157 裸錠 極薄紅 有 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｷｿﾆﾝ錠)

KRH102 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 200mg ｸﾚﾊ-第一三共 慢性腎不全用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
200)

SANKYO 211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄赤 ｱﾙﾄﾛﾝ 三共 高脂血症治療剤 0109中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 213 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡黄赤 ｱｸﾁﾑｶﾌﾟｾﾙ 三共 消化酵素剤 01中止予定 9605ﾋｰﾄ商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 220:5 裸錠 白 無 ﾌﾞｸﾏﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞｸﾓﾛｰﾙ 5mg 三共 不整脈･狭心症治療剤 01春頃中止予定
SANKYO 221:10 裸錠 白 有 ﾌﾞｸﾏﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞｸﾓﾛｰﾙ 10mg 三共 不整脈･狭心症治療剤 01春頃中止予定
SANKYO 226 裸錠 淡灰褐～淡

黄褐
無 ﾀｶﾌﾟﾚｯｸｽ錠 ﾀｶﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞN､ﾘﾊﾟｰｾﾞ

MY
100mg，
25mg

第一三共 消化酵素剤 1003中止
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SANKYO 231 裸錠 白 無 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-
CoA還元酵素阻害剤)

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更 010907収載(商
品名変更 前:ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠)

SANKYO 232 裸錠 微紅 有 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 第一三共 高脂血症治療剤(HMG-
CoA還元酵素阻害剤)

0704社名変更(統合に伴
い，前:三共)，ﾋｰﾄ記号変

ﾏｰｸ変更など 9609ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 249:25 裸錠 白 有 ﾛﾝﾁﾙ錠25 ﾋﾄﾞﾛﾌﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 25mg 三共 利尿血圧降圧剤 0003中止 9702ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ
ﾙ形)

黄 無 ﾉｽｶｰﾙ錠100 ﾄﾛｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 100mg 三共 糖尿病治療剤(ｲﾝｽﾘﾝ抵
抗性改善剤)

0003中止 961206収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 253 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｶﾌﾟｾ
ﾙ形)

黄 無 ﾉｽｶｰﾙ錠200 ﾄﾛｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 200mg 三共 糖尿病治療剤(ｲﾝｽﾘﾝ抵
抗性改善剤)

0003中止 961206収載
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 257 裸錠 白 有 ﾙﾈﾄﾛﾝ錠1mg ﾌﾞﾒﾀﾆﾄﾞ 1mg 第一三共 利尿剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾙﾈﾄﾛﾝ錠)

SANKYO 258:2 裸錠 白 有 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝ錠2 硫酸ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ 2mg(ｻﾙﾌﾞﾀ
ﾓｰﾙとして)

三共 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(0702迄)，承継に
伴い(ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝへ)
0207ﾋｰﾄ会社ﾏｰｸ変更な
ど 9702ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

SANKYO 261 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠1mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 1mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

SANKYO 262 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠2mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 2mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ変更

SANKYO 263 裸錠 白 有 ｴｰｽｺｰﾙ錠4mg 塩酸ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ 4mg 第一三共 胆汁･腎排泄型ACE阻害
剤

に伴い，前:三共) 0204ﾋｰ
ﾄ変更 940527収載

SANKYO 265 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙白 ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ80mg ﾌﾟﾗｳﾉﾄｰﾙ 80mg 第一三共 粘膜防御胃炎･胃潰瘍治
療剤<植物抽出･精製製
剤>

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｹﾙﾅｯｸｶﾌﾟｾﾙ)

SANKYO 271 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(赤褐
帯)

ｶﾌﾟﾄﾘﾙ-Rｶﾌﾟｾﾙ18.75mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 18.75mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤 持効性製剤

1010製造販売元変更(前:
第一三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏ
ｲﾔｰｽﾞ中止

SANKYO 275 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠12.5mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

SANKYO 276 裸錠 白 有 ｶﾌﾟﾄﾘﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

製造販売元変更(前:第一
三共) 1007ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰ
ｽﾞ中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 脳循環･代謝改善剤 9903中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

25 SANKYO 308 糖衣錠 白 無 ﾋﾞｵﾀﾐﾝ錠25 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ 25mg(塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして)

第一三共 ﾋﾞﾀﾐﾝB1誘導体 0903中止 0704社名変更
(統合に伴い，前:三共)

SANKYO 311 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄赤/淡黄
赤

ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に
伴い(大原薬品工業へ)

SANKYO 312 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
25)
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SANKYO 313 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ25 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

0803中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
SANKYO 320 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟｾﾙB50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合

剤
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
50)

SANKYO 321 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ-Sｶﾌﾟｾﾙ50 第一三共 ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ･B6･B12配合
剤

0803中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:三
SANKYO 322 μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤紫/暗赤

紫
ｺﾊﾞﾒﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 第一三共 末梢性神経障害治療剤 1003中止

SANKYO 328 裸錠 白 無 ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠20mg ｼﾞｸﾛﾛ酢酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ｱﾐﾝ

20mg 第一三共 肝機能改善剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾊﾞｵｰﾙ錠)

SANKYO 338 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg，
10mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
100mg)

SANKYO 339 裸錠(楕円形) 薄紅 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L250 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 250mg，
25mg(無水物
として)

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ錠
250mg)

SANKYO 345 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝSE錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ治療剤 9903中止
SANKYO 405 裸錠 白 無 ﾛｲｺﾝ錠10mg ｱﾃﾞﾆﾝ 10mg 第一三共 白血球減尐症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0711迄)，承継に

伴い(大原薬品工業へ)

P-D 444:250 裸錠 白～微黄白 無 ﾎﾟﾝﾀｰﾙ錠250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0210ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

P-D 536 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 125mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0207ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

P-D 540 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾒﾌｪﾅﾑ酸 250mg 第一三共 鎮痛･消炎･解熱剤

に伴い，前:三共) 0208ﾋｰ
ﾄ会社ﾏｰｸ変更など

SANKYO 607 糖衣錠 暗赤褐 無 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ錠50 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 50mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ

SANKYO 609 糖衣錠 暗赤褐 無 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ錠250 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 250mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ

SANKYO 624 腟錠（裸錠） 白 無 ｸﾛﾏｲ腟錠100mg ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ(外) 100mg 第一三共 抗生物質製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｸﾛﾏｲ腟錠)

SANKYO 640 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾄﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 三共 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9803中止
SANKYO 641 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾋﾄﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg 三共 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9803中止
SANKYO 676 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞﾅﾝ錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 第一三共・ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲ

ﾝ
経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞﾅﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 クリア 武田ﾍﾙｽｹｱ-武田薬品工
業

便秘薬

錠剤 淡黄褐～淡
褐（暗褐の微
細な斑点）

無 ｻﾞｯﾂ錠 武田ヘルスケア-武田薬
品工業

胃腸薬

錠剤 黄 無 ビタミンC「ﾀｹﾀﾞ」 武田ﾍﾙｽｹｱ-武田薬品工
業

ﾋﾞﾀﾐﾝC製剤

糖衣錠 白～帯黄白 無 5mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
糖衣錠 白～帯黄白 無 10mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤
裸錠 白～黄みの

白
有 2mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
裸錠 淡黄～淡橙 有 5mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
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裸錠 白～黄みの
白

有 10mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

裸錠 白～帯黄白 有 ﾋﾌﾟﾉｼﾞﾝ2.5mg錠 ﾍﾟﾙﾗﾋﾟﾝ 2.5mg 武田薬品工業 睡眠剤 9602中止
裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ1mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 武田薬品工業 睡眠剤
裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ2mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 2mg 武田薬品工業 睡眠剤
裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.4mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 武田薬品工業 抗不安剤
裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.8mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 武田薬品工業 抗不安剤
糖衣錠 白 無 ｱﾊﾞﾝ錠 ｲﾃﾞﾍﾞﾉﾝ 30mg 武田薬品工業 脳代謝･精神症状改善剤 9805中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙みの黄 無 ﾛｾﾞﾚﾑ錠8mg ﾗﾒﾙﾃｵﾝ 8mg 武田薬品工業 ﾒﾗﾄﾆﾝ受容体ｱｺﾞﾆｽﾄ 100611収載
裸錠 白 有 0.5mgｺﾙｿﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0406中止
裸錠 白～帯黄白 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ7.5mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 7.5mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 極薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ15mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ30mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 30mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 白 無 5mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
裸錠 白 有 25mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
裸錠 黄白 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠5 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0106ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

裸錠 淡黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載，

裸錠 薄橙黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0109商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠)，ﾋｰﾄ変更(5追
加等)

裸錠 白～帯黄白 有 ﾓﾘｱｰﾙ錠 ﾓﾙｼﾄﾞﾐﾝ 2mg 武田薬品工業 血管拡張剤 91中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄灰白/

白～黄灰白
ﾎﾟﾘﾄｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 武田薬品工業 消化酵素製剤

糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃﾝｻﾞｲﾝ錠 塩酸ｶﾙﾎﾞｸﾛﾒﾝ 75mg 武田薬品工業 虚血性心疾患改善剤 95中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 武田薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾏｵﾝ錠 ｽﾋﾟｿﾞﾌﾗﾝ 80mg 武田薬品工業 消化性潰瘍治療剤 890126中止
裸錠 白～帯黄白 無 ｿﾙﾌｧ25mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 25mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
裸錠 白～帯黄白 有 ｿﾙﾌｧ50mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 50mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
裸錠(楕円形) 淡黄 無 ﾕﾆｼｱ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
8mg，
2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

裸錠(楕円形) 淡赤 無 ﾕﾆｼｱ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ

8mg，5mg(ｱ
ﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとし
て)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか
に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ（0208迄） 921127
収載 ﾋｰﾄに｢1日1回服
用｣の記載有り

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0609ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0208ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄに｢1日1回服用｣の記
載有り

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか
に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ(0010迄)，旧本体
(0406迄) 921127収載 ﾋｰ
ﾄに｢1日1回服用｣の記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧本体（0406迄），本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更
0010ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄黄 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0611頃ﾋｰﾄ若干変更(表
裏30削除等) 0406本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｾﾙﾀ錠0.1 ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg 武田薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

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

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 極薄黄 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

4mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

裸錠(楕円形) 極薄紅 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

8mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠2 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 2mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表2追加，裏ｶﾀｶ
ﾅ記載

裸錠 白～帯黄白 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 4mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏4
削除等) 0207ﾋｰﾄ表4追
加等

裸錠 極薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 8mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏8
削除等) 0207ﾋｰﾄ表8追
加等

裸錠 薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠12 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 12mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表12追加等
990507収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 5mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 5mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤
糖衣錠 黄 無 25mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
糖衣錠 黄 無 50mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 50mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡紅 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

17.5mg(ﾘｾﾄﾞ
ﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
として)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 070608収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白～帯黄白 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ5mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠LD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載 本体に割線
に見えるくぼみ有り

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯黄白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠HD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更
前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ25)，ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更
前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ50)，ﾋｰﾄ変更

裸錠(口腔内崩
壊錠）

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

040709収載

裸錠(口腔内崩
壊錠）

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

040709収載

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

0102ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

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

0104ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

薄灰ﾋﾟﾝｸ 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ｵｽﾃﾝ錠)

裸錠(口腔内崩
壊錠)

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

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡赤 有 ﾈｼｰﾅ錠6.25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 6.25mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

微黄 有 ﾈｼｰﾅ錠12.5mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 12.5mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾈｼｰﾅ錠25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 25mg(ｱﾛｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0611ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0502本体割線
入(表 横一本，裏 十字)

裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0612ﾋｰﾄ若干変更(表裏
30削除等)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏
2.5削除等) 020426収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 黄～橙黄 無 ﾌﾞﾛﾆｶ錠40 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 40mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

951124収載

裸錠 黄～橙黄 有 ﾌﾞﾛﾆｶ錠80 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 80mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

01頃ﾋｰﾄ変更 951124収
載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠100 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 100mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠200 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 200mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄淡紅/黄～
黄緑白

ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝ)

裸錠 白 有 ﾎﾟﾝｼﾙFP錠125mg ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 武田薬品工業 内服用皮膚糸状菌症治
療剤

0812中止 010907収載(商
品名変更 前:ﾎﾟﾝｼﾙFP)，
ﾋｰﾄ変更(125追)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 125mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか

に紅帯白
無 ﾒﾘｼﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変

更 前:ﾒﾘｼﾝ錠)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ120mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
裸錠 白～微黄白 無 ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩錠20mg｢ﾀｹ

ﾀﾞ｣
ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ 20mg 武田薬品工業 ｺﾃﾞｲﾝ系製剤(鎮咳･鎮痛

剤，下痢症状改善剤)
0906商品名変更(前:ﾘﾝ酸
ｺﾃﾞｲﾝ錠20mg｢ﾀｹﾀﾞ｣)
0812本体ｺｰﾄﾞ追加 ﾊﾞﾗの

錠剤（カプレット
型）

白と淡黄の2
層

無 ﾍﾞﾝｻﾞAL 武田薬品工業 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸配合鼻炎用内
服薬

EISAI EISAI 裸錠 白 無 ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝ配合錠 ｻﾘﾁﾙ酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ､
ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ

40mg，26mg ｻﾝﾉｰﾊﾞ-ｴｰｻﾞｲ 鎮暈剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝ錠)

糖衣錠 白 無 ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ錠 ｾﾝﾅｴｷｽ 40mg 興和新薬 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄) 9702ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ錠40mg ｾﾝﾅｴｷｽ 40mg 興和-興和創薬 緩下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｼﾞｬｽﾄAｺｰﾜ
錠) 0310本体ｺｰﾄﾞ両面→
片面一括

糖衣錠 白 無 ｶﾗﾄﾞﾘﾝｺｰﾜ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 興和新薬 循環不全治療剤 9911中止 9802ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9602色
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糖衣錠 白 無 ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 興和-興和創薬 消化性潰瘍･胃炎･慢性
肝疾患治療剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ
錠)

糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾚｽﾄﾝｺｰﾜ ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 興和新薬 消炎･中枢性筋弛緩剤 8908中止
糖衣錠 橙 無 ｽﾒﾙﾓﾝｺｰﾜ糖衣錠 興和新薬 咳嗽治療剤 9307中止
糖衣錠 白 無 ﾄﾘｾﾁﾞﾝｺｰﾜ 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 興和新薬 虚血性心疾患治療剤 9207中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙黄/白 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 興和新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0111中止 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ

錠と本体ｺｰﾄﾞ同じ
裸錠 白 無 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 興和新薬 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 0111中止 ﾍｷｻﾌﾟﾛﾐﾝｺｰﾜ

ｶﾌﾟｾﾙと本体ｺｰﾄﾞ同じ
裸錠 白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興和新薬 高尿酸血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9704ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 無 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 興和 高尿酸血症治療剤 0711中止 051216収載(商

品名変更に伴い，前:ｱﾛ
ﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰﾜ錠) 0310本体
ｺｰﾄﾞ記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄 ﾊﾟﾗﾌｪﾉﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ 興和新薬 前立腺障害改善剤 9705中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾆﾝｺｰﾜ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 興和新薬 頻尿治療剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾙﾆﾝｺｰﾜ錠200mg 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 興和-興和ﾃﾊﾞ 頻尿治療剤 1001販売元変更(前:興和

創薬) 0310本体ｺｰﾄﾞ044
裏→表

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘﾍﾞﾄﾞﾝｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 興和新薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9401中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg 興和新薬 代謝性賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0212迄) 9704ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠20 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
20mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308本体ｺｰﾄﾞ両面→片

面 0212ﾋｰﾄ変更（裏A・20
削除等）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠30 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 興和新薬 代謝性製剤 9304中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ腸溶錠60 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
60mg 興和-興和創薬 代謝性賦活剤 0308錠剤ｺｰﾄﾞ印刷両面

→片面 9706ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

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

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 極薄黄赤 有 ﾘﾊﾞﾛ錠2mg ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 2mg 興和-興和創薬，第一三
共

HMG-CoA還元酵素阻害
剤

0801本体色変更(前:白)，
割線追加 0704社名変更
(統合に伴い，前:三共)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和新薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 旧ﾋｰﾄ(0301迄) 9708ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠150 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 150mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 050610品名変更(前：
MDSｺｰﾜ錠) 0310本体ｺｰ
ﾄﾞ位置変更（両面→片面

腸溶性ﾌｨﾙﾑｺｰ
ﾄ

白 無 MDSｺｰﾜ錠300 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 300mg 興和-興和創薬 高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症治療剤 0310本体ｺｰﾄﾞ位置変更
（両面→片面一括） 0302
ﾋｰﾄM・300削除，300mg
追加

裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠5 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1103中止
裸錠 白 有 ｾﾀﾞﾌﾟﾗﾝｺｰﾜ錠10 ﾌﾟﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 興和-興和創薬 昼夜型抗不安薬 1203中止
糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 中止，9304薬価削除 ﾗﾝ

ﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠と本体ｺｰﾄﾞ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠 ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0206ﾋｰﾄ裏R･D削

除) ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ
(中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠30mg ｱｾﾒﾀｼﾝ 30mg 興和-興和創薬 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症・鎮
痛・解熱剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ
錠) ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜｶﾌﾟｾﾙ
(中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

糖衣錠 白 無 ｺﾙｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 興和新薬 降圧剤 9307中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205ﾋｰﾄ裏C･L100

削除) 9702ﾋｰﾄ裏商品名
記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠100 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 100mg 興和-興和創薬 虚血性心疾患 0206ﾋｰﾄ変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 1mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0303ﾋｰﾄ裏R･C1削除等
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾚﾐｶｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾌﾏﾙ酸ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝ 2mg 興和-興和創薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0304ﾋｰﾄ裏R･C2削除等
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 8902中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾐﾄﾞﾝｺｰﾜ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 興和新薬 解熱鎮痛消炎剤 9703中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 3mg 興和新薬 高血圧･狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠3 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 3mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 010706収載(商品名の変

更 前:ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙ錠)
裸錠 白 有 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠6 ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ 6mg 興和-興和創薬 高血圧･狭心症治療剤 0305ﾋｰﾄ変更（裏ｺｰﾄﾞ Ｈ・

Ｄ6削除） 9705ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 900601収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 興和新薬 心･腎疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0205まで) 9702ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾒﾘｱﾝｺｰﾜ錠50 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 興和-興和創薬 虚血性心疾患 0310本体ｺｰﾄﾞ両面→片
面一括 0205ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9306本体

ICI 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ25 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI 201:10 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載 14錠ﾋｰﾄ表に曜日
記載

ICI 201:20 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠20 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

ICI 201:5 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾄﾘﾙ錠5 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 5mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

血圧降下剤(ACE阻害剤) 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 910823
収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｲﾝﾃﾞﾗﾙLA 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 60mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI 214:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾉｰﾐﾝ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 14錠
ﾋｰﾄ表に曜日記載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 250mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

amotril 軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤 ｱﾓﾄﾘｰﾙ500 ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 500mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高脂血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI 219:20 裸錠 白 有 ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI421 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで)

ICI421 20D ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽD ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 20mg ｱｲｼｰｱｲﾌｧｰﾏ(新社名:ｾﾞ
ﾈｶ薬品)

乳癌治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9310まで) 900601
収載

糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9508中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾗｸﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大蔵製薬 脂質代謝改善剤 0003中止 9711ﾋｰﾄ記号

削除，表裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ錠｢ｵｰｸ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 9702中止
糖衣錠 淡赤 無 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠｢OK｣25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大蔵製薬 血管拡張剤 9810中止 9306変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大蔵製薬 循環障害改善剤 9206中止
裸錠 淡黄白 有 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大蔵製薬 利尿剤 9702中止
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OI7 OI7 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾄﾞｸﾚｲﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大蔵製薬-ﾆﾌﾟﾛｼﾞｪﾈﾌｧ，
昭和薬品化工，ﾏｲﾗﾝ製
薬

循環障害改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(0906迄)，承継に
伴い(新:辰巳化学) 0802
販売会社社名変更(前:ﾒﾙ
ｸ製薬)

OI8 10mg：10mg 糖衣錠 白 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 04頃中止 03頃ﾋｰﾄ変更，
ｺｰﾄﾞ再記載等

裸錠(楕円形) 灰白 有 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸錠｢ｵｰｸﾗ｣ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大蔵製薬 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ
OI16 100mg 糖衣錠 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ｵｰｸﾗ｣ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 0303中止 ﾋｰﾄ裏商品名

記載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 桃 無 ﾁﾄｶｰﾏ錠 ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 大蔵製薬 組織呼吸賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9202まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｰﾌﾄｯﾌﾟ錠 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大蔵製薬 解熱鎮痛消炎剤 9508中止 920710収載
糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠100 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 050610収載，商品名変更

に伴い(前：ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠)
糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 200mg 科研製薬 抗炎症･鎮痛･解熱剤 9703ﾋｰﾄ変更(TIP-2削除)
糖衣錠 白 無 ﾌﾛﾍﾞﾝ錠40 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 科研製薬 鎮痛･抗炎症剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾌﾛﾍﾞﾝ) 9702
ﾋｰﾄ変更(TFP削除)

裸錠 淡黄褐 有 ﾃﾞｨｰﾗ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 科研製薬 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

0208中止 0203頃ﾋｰﾄ変
更

ｱﾌﾟﾚｰｽ 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0701ﾋｰﾄ裏記

0301販売
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品-杏林製薬 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ

ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

0712中止 0610ﾋｰﾄ裏記

0301販売
KP 062 裸錠 白 無 ﾎﾝﾊﾞﾝ錠100mg ﾎｽﾌｪｽﾄﾛｰﾙ 100mg 杏林製薬 前立腺癌治療剤 0710頃中止 0307ﾋｰﾄ裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
R 125 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟｿ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 龍角散-杏林製薬 筋緊張･循環改善剤 0105中止 9810販売 ﾋｰﾄ

表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
KP 371 裸錠 薄赤 無 ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ

ｽﾄとして)
杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，

気管支喘息治療剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾌﾟﾚｽﾁｭｱﾌﾞﾙ
錠5) 0703ﾋｰﾄ裏記号変

KP 372
372

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｷﾌﾟﾚｽ錠10mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

杏林製薬 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾌﾟﾚｽ錠10)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｽﾀｰｾﾙ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-杏林製
薬

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(0302迄)  9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更

KTB 11 糖衣錠 白 無 ﾉｲﾒﾁｺｰﾙ錠 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 寿製薬-杏林製薬 末梢性神経障害治療剤 0105中止 ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

帯黄白 ﾚﾏｰﾙ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 杏林製薬 狭心症治療剤 0612頃中止 9712ﾋｰﾄ裏
変更，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 071 糖衣錠 白 無 ｺﾌﾐﾝ錠｢杏林｣ 杏林製薬 鎮咳剤 0309頃中止 97ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 077 裸錠 白 有 ﾍﾞﾊｲﾄﾞ錠4mg ﾍﾞﾝﾁﾙﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 4mg 杏林製薬 利尿・降圧剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾊｲﾄﾞ)

KP 082 糖衣錠 白 無 ﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ錠 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸 150mg 杏林製薬 ﾃﾞﾋﾄﾞﾛｺｰﾙ酸製剤 9503中止
KP 085 裸錠(六角形) 赤橙 有 ﾍﾞﾊｲﾄﾞRA配合錠 杏林製薬 血圧降下剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾍﾞﾊｲﾄﾞRA錠)
KP 111 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 小児用ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠50mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 50mg 杏林製薬 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系)

KP 117 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠<<ｷｮｰ
ﾘﾝ>>10mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309頃中止 97ﾋｰﾄ変更，
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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KP 118 糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ錠<<ｷｮｰ
ﾘﾝ>>30mg

ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 杏林製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 0309頃中止 9707ﾋｰﾄ変
更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 123 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｸﾁﾗﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 杏林製薬 鎮痙･流早産防止剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｸﾁﾗﾝ錠)

KP 151 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄赤 無 ﾒﾌﾟﾘﾝ錠250mg ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 杏林製薬 血圧降下剤 0310中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 160 裸錠 白 無 ｺﾚｷｻﾐﾝ錠200mg ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 杏林製薬 脂質代謝･末梢血行改善
剤

変更(前:ｺﾚｷｻﾐﾝ錠) 0307
ﾋｰﾄ裏200mg追加等

KP 177 糖衣錠 白 無 ｱｷﾞﾌﾄｰﾙS錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 杏林製薬 解毒剤 0312頃中止 97ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 245 糖衣錠 白 無 ｼﾞｪﾌﾛﾝ錠 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 杏林製薬 抗めまい剤 0312中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 247 糖衣錠 白 無 ﾍｸﾄ･M錠 杏林製薬 片頭痛用剤 97ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

KP 256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 杏林製薬 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

商品名変更に伴い(前:ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠)

KP 262 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾋﾟﾛｰﾙ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 杏林製薬 微小循環改善剤 9903中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

KP 296 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 杏林製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧本体（0402頃まで），本
体商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
0208ﾋｰﾄ裏変更 9612ﾋｰﾄ
変更，裏商品名記載(ｶﾀｶ

KP 305 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 気管支喘息，脳血管障害
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(0306迄) ，本体商
品名記載，ｺｰﾄﾞ削除

ｹﾀｽ 10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 杏林製薬 ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害剤，
脳血管障害･気管支喘息
改善剤

0609頃ﾋｰﾄ裏記号変更

KP 711
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 杏林製薬 広範囲経口抗菌剤(ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ系)

1009本体小型化

KP 721
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 杏林製薬 広範囲経口抗菌剤(ﾆｭｰ
ｷﾉﾛﾝ系)

KP 777 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 杏林製薬 気道粘膜調整･粘膜正常
化剤

ﾌｨﾙﾑ
KP 811 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞﾛｼﾝ錠150mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 150mg 杏林製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0406中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

KP 833 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒｶﾞﾛｼﾝ錠100mg ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 杏林製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 0406中止 9701ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
930827収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ安中散ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ

ｽｶﾌﾟｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃緑/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ茵ちん蒿湯ｴｷｽｶﾌﾟ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ安中散ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ 小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載

9410頃変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ

ｾﾙ
小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9209販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9409頃まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9301販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ

小太郎漢方製薬-扶桑薬
品工業

漢方製剤 裏商品名記載 9510販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃緑/ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾀﾛｰ茵ちん蒿湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ

小太郎漢方製薬 漢方製剤 98ﾋｰﾄ裏商品名記載
9410頃変更

KN 288 KN288 裸錠 白 無 ｾﾚｽﾀｰﾅ配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

0.25mg，2mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ･抗ﾋｽﾀﾐﾝ
剤配合剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾚｽﾀｰﾅ錠)

糖衣錠 微黄赤～帯
黄赤

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

0403中止 940708収載

KN-282 KN 282 1mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾅﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg（ｹﾄﾁﾌｪﾝ
として）

小林化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0905中止

KN 298 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706中止 960705収載

KN 299 裸錠 白 有 ｺﾊﾞﾎﾟﾗｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 小林化工 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

0706中止 960705収載

K 11 K11 5mg 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ｺｰﾄﾞ(1003迄) 明治製
菓とﾋｰﾄ異なる

KN 202 KN202 5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ｺﾊﾞﾃﾝｼﾝ錠5mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KN 204 KN204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｺﾊﾞﾃﾝｼﾝ錠10mg ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 小林化工 持続性Ca拮抗剤 980710収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KN 208:10 KN208 10mg 裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾒﾘｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 小林化工 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

990709収載

KN 405 KN405 30mg 裸錠 白 有 ｾﾙﾄﾐﾄﾞ錠30mg ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 小林化工 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0806商品名変更(前:ｾﾙﾄ
ﾐﾄﾞ錠)

KN 232 KN232 30mg：30mg 裸錠 白 有 ﾅﾙｺﾁﾝ錠30 ﾉｽｶﾋﾟﾝ 30mg 小林化工･全星薬品，ﾒﾙ
ｸﾎｴｲ

鎮咳剤 0601中止 980710収載

MK 01 MK01 37.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg
｢MEEK｣

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 050520

治製菓とﾋｰﾄ異なる
KN 119 KN119 50mg 裸錠 微黄白 無 ｺﾊﾞﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 小林化工 自律神経調整剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｺﾊﾞﾝﾀﾞｷｼﾝ錠)
KN 231 KN231 50mg 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾛﾌｧｰﾙ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 小林化工 粘膜保護･組織修復胃

炎･胃潰瘍治療剤
0910中止

KN:50 KN286 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｽﾄﾞﾘﾝF錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 小林化工 循環系作用物質製剤 1011中止
KN 333 KN333 100mg 裸錠 白 有 ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 小林化工 抗血小板剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ﾌﾟﾗﾃﾐｰﾙ錠）
KN 123 0.5mg:KN123 0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾁｿﾞﾗﾝ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 小林化工 精神安定剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ｴﾁｿﾞﾗﾝ錠)
KN 331 KN331 200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｺﾊﾞｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 小林化工 骨粗鬆症治療剤 0806商品名変更(前:ｺﾊﾞｽ

ﾃﾝ錠)
KN 255 KN255 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾛﾝ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 0706中止 ﾋｰﾄ200mg追

加，商品名表→裏 98ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940708収載

MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KN 237 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾃﾘｵSR錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 小林化工 高脂血症治療剤 0612中止
裸錠 淡紅 有 ｺﾌﾍﾞﾀﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 小林化工 鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(95まで)
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KN 256 KN256 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾁｵ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 小林化工 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺﾁｵ錠)

KN 153 裸錠 白 無 ﾗﾀﾞﾝ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 小林化工 筋緊張性疼痛疾患治療 0412中止
KN 255 KN255 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾒﾛﾝ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 小林化工 H2受容体拮抗剤 0706中止 ﾋｰﾄ200mg追

加，商品名表→裏 98ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
940708収載

KN 278 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾒﾄﾗｽﾀｰ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 小林化工 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0203中止 940708収載

MK 05 MK05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 ﾋｰﾄ商品名表→裏
000707収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

KN 403 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾋﾟﾘｵﾀﾞﾝ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 小林化工 合成抗菌剤 9609中止 940708収載
KN 408 KN408 25mg 裸錠 微黄 無 ｹﾞｼﾝ錠25mg 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 小林化工･ﾏｲﾗﾝ製薬 前立腺肥大症･癌治療剤 0812商品名変更(前:ｹﾞｼﾝ

錠)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 FAD錠｢ｻﾝﾃﾝ｣ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁ 5mg 参天製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB2製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9309まで)
糖衣錠 薄橙黄 無 ﾄﾘｿﾗﾚﾝ錠 ﾄﾘｵｷｼｻﾚﾝ 5mg 参天製薬 尋常性白斑治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9304まで)
裸錠 淡黄 無 ﾌﾛｾﾄﾞﾝ錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 参天製薬 降圧利尿剤 9302中止
裸錠 黄 有 ﾊﾟﾙﾋﾞﾉﾝ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 参天製薬 代謝性強心剤 9309中止
糖衣錠 帯黄赤 無 ｻﾝﾁﾓﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 参天製薬 冠循環障害改善剤 9501中止
糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟ錠 塩酸ﾚﾌｪﾀﾐﾝ 25mg 参天製薬 筋肉痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9302まで)
裸錠 橙黄 無 ﾒﾛﾆｰﾙ錠30 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑ
30mg 参天製薬 血管強化･止血剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)

糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠50 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 50mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改
善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9301まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝﾄﾗｲﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 参天製薬 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9312中止
糖衣錠 白 無 ﾁｵﾗ錠100 ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ 100mg 参天製薬 代謝改善解毒，肝機能改

善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9212まで)

糖衣錠 白 無 ﾘﾏﾁﾙ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 参天製薬 ﾘｳﾏﾁ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9209まで)
623 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三

共
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載 ﾋｰﾄ裏商品名記載
622 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠5 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ-第一三

共
持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤 に伴い，前:第一製薬)

S 裸錠 白 有 ｾﾄﾞﾘｰﾅ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 第一製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄）
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾈｿﾞｰﾙ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.53mg 第一製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 8905色変更

(旧:桃)
裸錠 淡黄 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に

伴い(協和発酵へ) 0704
社名変更(統合に伴い，
前:第一製薬)

裸錠 白～微黄白 有 ｺﾊﾞｼﾙ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 第一三共 持続性組織ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄ(0803迄)，承継に
伴い(協和発酵へ) 0705

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄白/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-第一製薬

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0501中止(0412錠販売)
0203ﾋｰﾄ変更 010202収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾓｰﾋﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-第一製薬

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 0501中止(0412錠販売)
0203ﾋｰﾄ変更 010202収
載，ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

ISCOTIN 裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠50mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 50mg 第一製薬 結核化学療法剤 0512中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 第一三共 不整脈治療剤 1004製造販売元変更
(前：ｱｽﾋﾞｵﾌｧｰﾏ)

-NEO- ISCOTIN 裸錠 白 有 ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸
ﾅﾄﾘｳﾑ

100mg 第一三共 結核化学療法剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵｲｽｺﾁﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱﾄﾗｷｼﾝ錠 ﾒﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 第一製薬 精神神経安定剤 9207中止
糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠10mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 10mg(ﾛﾌｪﾌﾟﾗ

ﾐﾝとして)
第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ裏変更，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｱﾝﾌﾟﾘｯﾄ錠25mg 塩酸ﾛﾌｪﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 第一三共 うつ病･うつ状態治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠1mg ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 第一三共 消化器系鎮痙･鎮痛剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｲﾋﾟﾝ錠)

裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

橙 有 ﾄﾗﾝｺﾊﾟｰﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 第一製薬 静穏筋弛緩剤 9610中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠100mg ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg 第一三共 抗炎症鎮痛剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾞﾛﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青 無 ﾒﾌﾞﾛﾝ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg 第一三共 消炎鎮痛剤 0903中止 0706ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄橙 ｱｸﾁﾅﾐﾝ 塩化ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ 10mg 第一製薬 胃腸機能改善剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 薄橙 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠40mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 40mg 第一三共 統合失調症治療剤 1004よりﾊﾞﾗ包装のみ
糖衣錠 白 無 ﾎｰﾘｯﾄ錠20mg ｵｷｼﾍﾟﾙﾁﾝ 20mg 第一三共 統合失調症治療剤

に伴い，前:第一製薬)
0303ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

裸錠 橙 有 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠10mg ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 10mg 第一三共 抗痙縮剤

に伴い，前:第一製薬) 98

裸錠 淡赤 有 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg，
28.5mg

第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(1006迄)
090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ

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

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 無 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠1mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 1mg 第一三共 抗精神病剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 田辺三
菱製薬とﾋｰﾄ異なる

裸錠 白 有 ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠3mg ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ 3mg 第一三共 抗精神病剤

に伴い，前:第一製薬) 田
辺三菱製薬とﾋｰﾄ異なる

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠125mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 第一三共 不整脈治療剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 97ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｱﾐｻﾘﾝ錠250mg 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 250mg 第一三共 不整脈治療剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠 白 有 ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠10mg 塩酸ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ 10mg 第一三共 脳･末梢血行動態改善

剤，子宮鎮痙剤
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ錠)

裸錠 白 無 ﾐｵﾄﾛﾝ錠 ﾌﾗｻﾞﾎﾞｰﾙ 1mg 第一製薬 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9603中止 9003変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｨｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 第一製薬 脳循環代謝改善剤 9911中止 97ﾋｰﾄ裏変更

記載(ｶﾀｶﾅ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠30mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 30mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療

剤
に伴い，前:第一製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾌﾞﾃﾗｼﾞﾝ錠60mg ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 60mg 第一三共 血管拡張性高血圧治療
剤

に伴い，前:第一製薬)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙ錠250mg ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 第一三共ｴｽﾌｧ 高脂血症治療剤 1010製造販売元変更(前:

第一三共)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ｱｰﾁｽﾄ錠10mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 第一三共 持続性高血圧･狭心症治

療剤 慢性心不全治療剤
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

体割線追加，ｺｰﾄﾞ印刷→
刻印，ｻｲｽﾞ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱｰﾁｽﾄ錠20mg ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 第一三共 高血圧･狭心症治療剤

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

載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎﾙﾐﾗｰｾﾞ 第一製薬 消化酵素剤 0607頃中止 98ﾋｰﾄ裏変

載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ錠5mg ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 5mg 第一三共 ﾚﾄﾛ･ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ製剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟｽﾑｽ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 第一製薬 胆･膵･尿路鎮痙剤 0312中止 98ﾋｰﾄ裏変更

載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾉｲｴﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｾﾄﾗｷｻｰﾄ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍

治療剤
1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾝﾃｯｸ錠200mg ﾏﾛﾁﾗｰﾄ 200mg 第一三共 肝蛋白代謝改善剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝﾃｯｸ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙～橙 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 100mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠200 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 200mg 第一三共ｴｽﾌｧ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 1010製造販売元変更(前:
第一三共)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠200mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 第一三共 ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾ
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裸錠 白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)
020705収載(商品名変更
前:ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｷｬﾌﾟ
ﾚｯﾄ型)

白～淡黄白 無 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 500mg 第一三共 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤

に伴い，前:第一製薬)

ATP20mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ATP腸溶錠20mg｢第一三

共｣
ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

20mg 第一三共 ATP製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ATP腸溶錠”
第一”)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0808迄) 0710承継
(第一三共より) 0705ﾋｰﾄ

裸錠 白 有 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg 第一三共 結核化学療法剤

に伴い，前:第一製薬)
裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

収載(商品名変更 前:ｳｲﾝ
ﾄﾏｲﾛﾝ錠)

裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ
型)

灰褐 有 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 第一三共 合成抗菌剤 0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬) 98ﾋｰﾄ

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/赤 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg 第一三共 結核治療剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠100mg ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 第一三共 広範囲経口抗菌製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠)
0704社名変更(統合に伴
い，前:第一製薬)，ﾋｰﾄ記

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

第一三共 広範囲経口抗菌剤 1003中止 0705ﾋｰﾄ記号

変更(統合に伴い，前:第
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠250mg ｶﾞﾝﾏｰｱﾐﾉ酪酸 250mg 第一三共 脳代謝促進剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｶﾞﾝﾏﾛﾝ錠)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/白 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg(塩酸ｾ

ﾋﾞﾒﾘﾝとして)
第一三共 口腔乾燥症状改善薬

に伴い，前:第一製薬)
0202製造元変更(前:雪印

糖衣錠 黄 無 ﾋﾞﾀﾍﾞﾘﾝ錠25 ﾋﾞｽｲﾌﾞﾁｱﾐﾝ 25mg 大正製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9103中止
T 621:0.15 μ g:T621

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

品
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0304大正富山医薬品販

売 010601収載
T 622:0.3 μ g:T622 0.3

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

品
活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0304大正富山医薬品販

売 010601収載
ﾛﾙｶﾑ 4 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 4mg 大正製薬-大正富山医薬

品
非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0805ｺｰﾄﾞ変更

T 17 50mg:T17 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠50小児用 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤
0304大正富山医薬品販

T 18 200mg:T18 200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽ錠200 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0804迄) 0608ﾋｰﾄ

等) 0403頃錠剤小型化
T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｸﾞﾉｰﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大正製薬 消炎鎮痛剤 9303中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟｰｼﾞﾛﾝ錠 大正製薬 緩下剤 9403中止
T 47 裸錠 黄～橙黄 有 ﾊｲﾙﾄﾝ錠 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大正製薬 代謝性強心剤 9009中止
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T 65 裸錠 白 有 ﾒﾄﾘｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大正製薬-大正富山医薬
品

低血圧治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0206ﾋｰﾄ変更 0011ﾋｰ
ﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9701ﾋｰﾄ変更

T 71 裸錠 白 無 ｱﾙﾎﾞ錠100mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

持続性消炎･鎮痛剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾎﾞ100)
0304大正富山医薬品販
売 0304ﾋｰﾄ変更（mg追加

T 72 裸錠 白 無 ｱﾙﾎﾞ錠200mg ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

持続性消炎･鎮痛剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾎﾞ200)
0304大正富山医薬品販
売 0304ﾋｰﾄ変更（mg追加

T 78 裸錠 白 有 ｱﾚｽﾄ錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg 大正製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9103中止
裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 100mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 不整脈治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0602迄) 0510

製造販売元変更(前:大正
製薬) 0011ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白～微黄 有 ｱﾝｶﾛﾝ錠200 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 200mg 大正製薬 不整脈治療剤 9503中止 920828収載
T130 糖衣錠 白 無 ｵｸｿﾗﾚﾝ錠10mg ﾒﾄｷｻﾚﾝ 10mg 大正製薬-大正富山医薬

品
尋常性白斑治療剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｵｸｿﾗﾚﾝ錠)
0305ﾋｰﾄ変更，商品名表
から裏等

T 135
125mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠125mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 125mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠)

T 211 裸錠 橙 無 ｻｲﾛﾆﾝ錠25γ ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 大正製薬-大正富山医薬
品

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 0503中止 0306ﾋｰﾄ変更

T 137
250mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｵﾊﾟｲﾘﾝ錠250mg ﾌﾙﾌｪﾅﾑ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 250mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾊﾟｲﾘﾝ250)

T 290 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾛﾝ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬
品

粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0304大正富山医薬品販
売 0207ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

T291 50 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾛﾝ50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大正製薬 胃炎･胃潰瘍治療剤 9503中止
T292 100

100mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬

品
粘膜保護･組織修復胃
炎･胃潰瘍治療剤

0304大正富山医薬品販
売 0112ﾋｰﾄ裏変更（記号
削除等) 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾛﾝ100)

50 T650 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 50mg 大正製薬-大正富山医薬
品

抗ﾘｳﾏﾁ剤･ｳｲﾙｿﾝ病治
療剤･金属解毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
50) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

100 T651
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

抗ﾘｳﾏﾁ剤･ｳｲﾙｿﾝ病治
療剤･金属解毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
100) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

200 T652
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/淡黄 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

ｳｲﾙｿﾝ病治療剤･金属解
毒剤

070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ
200) 0304ﾋｰﾄ変更，商品
名表から裏等

T 702
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾏｽ錠100 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg 大正製薬-大正富山医薬
品

躁病･躁状態治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0111ﾋｰﾄ変更 010907
収載(商品名の変更 前:
ﾘｰﾏｽ100)

T 703
200mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｰﾏｽ錠200 炭酸ﾘﾁｳﾑ 200mg 大正製薬-大正富山医薬
品

躁病･躁状態治療剤 0304大正富山医薬品販
売 0111ﾋｰﾄ変更 010907
収載(商品名の変更 前:
ﾘｰﾏｽ200)

T 735
125mg

裸錠 白 無 ﾘﾝﾗｷｻｰ錠125mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg 大正製薬-大正富山医薬
品

筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾗｷｻｰ錠)
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T 737
250mg

裸錠 白 無 ﾘﾝﾗｷｻｰ錠250mg ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 大正製薬-大正富山医薬
品

筋緊張性疼痛疾患治療
剤

060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾝﾗｷｻｰ250)

T 742 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠2mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 2mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 0304大正富山医薬品販
売 010202収載

T 744 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾙｶﾑ錠4mg ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ 4mg 大正製薬-大正富山医薬
品

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(0805迄) 0304大
正富山医薬品販売
010202収載

T 830 裸錠 白 有 ｽﾄﾊﾟﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

大正製薬 合成抗菌剤 9110中止

PT P02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB錠100万
単位｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 100万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 060609収載(商品名変更
に伴い，前:硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B錠ﾌｧｲｻﾞｰ) 99製造元変
更 9802ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

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

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

PT E01 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

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

1:PT C02 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠1mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0806ﾋｰﾄ表CAR 1削除
0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PT T01 裸錠 白 無 ﾃﾘﾏｹﾞﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 胃粘膜麻酔剤 9805中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡橙 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠“ﾌｧｲｻﾞｰ“ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 9002中止
PT M01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠100mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PT 375:+ 裸錠 白 有 ﾚﾆｰｽﾞ ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9105まで)
PT P01 裸錠 淡橙 無 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB溶性錠 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 25万単位 ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9012まで)
PT E02 裸錠 白 有 ｴﾅﾃﾞｰﾙ錠 ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 9905中止 9708ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
PSK C03:2 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
2:PT C03 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 2削除

0310ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

PT M02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝ錠250mg ﾘﾝ酸ｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
PTU02 PT U02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾕﾅｼﾝ錠 ﾄｼﾙ酸ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝ 375mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9511

ﾋｰﾄ裏商品名記載
PSK C04:4 裸錠 白 無 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで) 900420

収載
4:PT C04 裸錠 白 有 ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg ﾌｧｲｻﾞｰ 血圧降下剤(α 1ﾌﾞﾛｯｶｰ) 0805ﾋｰﾄ表CAR 4削除

0401ﾋｰﾄ変更，表MG削
除等 0304社名変更（統
合に伴い）

Pfizer D05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
裸錠 白 有 ﾀﾞﾘｺﾝ錠 塩酸ｵｷｼﾌｪﾝｻｲｸﾘﾐﾝ 5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 副交感神経遮断剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9203変更
Pfizer D06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗真菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9107まで)
PT A11 糖衣錠 白 無 ｱﾀﾗｯｸｽ(10mg) 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)

PT F11 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠 ﾘﾝ酸ﾍﾞﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾘﾝ 20mg(ﾍﾞﾝﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾘﾝとして)

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 非麻薬性鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9405まで)
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PT A12:25 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠25mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)

PT B12 PT B12 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠125mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 125mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9509ﾋｰﾄ
裏商品名記載

PT A13:50 糖衣錠 桃 無 ｱﾀﾗｯｸｽ錠50mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9406まで)

PT B13 PT B13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｶｼﾙ錠250mg 塩酸ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 9509
ﾋｰﾄ裏商品名記載

C-TC 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/白 ｺｻ･ﾃﾄﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ﾌｪﾙﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9108まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変

更(旧:淡黄)
Pfizer：VOR50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載

TM 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾃﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ(250mg) 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9204まで)
PT 094 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9004中止
PT 095 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9010中止
PT 096 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠50mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで)
PT 097 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠)
0304社名変更（統合に伴
い）

PT A02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾅﾛｯｸ錠 ｴﾋﾟﾘｿﾞｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(94まで) 9406色変
更(旧:淡黄)

PT142 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠250mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9005中止
PT143 PT 143 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｾﾞｵﾍﾟﾝ-U錠500mg ｶﾘﾝﾀﾞｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9805中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9310色変更(旧:
MMT 250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃赤紫/濃赤

紫
ﾏﾄﾛﾏｲｼﾝTｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾘｱｾﾁﾙｵﾚｱﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 8912中止

Pfizer：VOR200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 200mg ﾌｧｲｻﾞｰ 深在性真菌症治療剤 050603収載

PT 211 裸錠 白 有 ﾎﾞﾅﾐﾝ 塩酸ﾒｸﾘｼﾞﾝ 25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9102まで)
PT 393 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(100mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PT 394 裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾆｰｽﾞ(250mg) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 250mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9101まで)
PT 432 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)
1:PT 433 裸錠 淡橙 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠1mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 1mg ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧･排尿障害治療剤 0304社名変更（統合に伴

い）
2:PT 434 裸錠 白 有 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠2mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 2mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 高血圧･排尿障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9111まで)
PT 441 裸錠 淡橙白 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.25mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.25mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 95ﾋｰﾄ裏商品

名記載 9402色変更(旧:
PT 442 裸錠 淡橙 有 ｼﾝﾅﾛｲﾄﾞ(0.5mg) ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 降圧剤 9511中止 9509ﾋｰﾄ裏商

品名記載
PT 541 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/淡緑 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(25mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 25mg(塩酸ﾋ

ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし
ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安

定剤
旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｱﾀﾗｯｸｽ-P(50mg) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 50mg(塩酸ﾋ
ﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝとし

ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性緩和精神安
定剤

旧ｺｰﾄﾞ(9109まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠2.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

2.5mg(ﾘｾﾄﾞﾛ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑと
して)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏
2.5削除等) 020426収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白～帯黄白 無 5mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
糖衣錠 白～帯黄白 無 10mgｺﾝﾄｰﾙ錠 ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤
裸錠 白～黄みの

白
有 2mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
裸錠 淡黄～淡橙 有 5mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 武田薬品工業 抗不安剤
裸錠 白～黄みの

白
有 10mgｾﾙｼﾝ錠 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 武田薬品工業 抗不安剤 0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
裸錠 白～帯黄白 有 ﾋﾌﾟﾉｼﾞﾝ2.5mg錠 ﾍﾟﾙﾗﾋﾟﾝ 2.5mg 武田薬品工業 睡眠剤 9602中止
裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ1mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg 武田薬品工業 睡眠剤
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裸錠 白 有 ﾕｰﾛｼﾞﾝ2mg錠 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 2mg 武田薬品工業 睡眠剤
裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.4mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 武田薬品工業 抗不安剤
裸錠 白 無 ｺﾝｽﾀﾝ0.8mg錠 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.8mg 武田薬品工業 抗不安剤
糖衣錠 白 無 ｱﾊﾞﾝ錠 ｲﾃﾞﾍﾞﾉﾝ 30mg 武田薬品工業 脳代謝･精神症状改善剤 9805中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙みの黄 無 ﾛｾﾞﾚﾑ錠8mg ﾗﾒﾙﾃｵﾝ 8mg 武田薬品工業 ﾒﾗﾄﾆﾝ受容体ｱｺﾞﾆｽﾄ 100611収載
裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊
錠

1006本体ｺｰﾄﾞ追加

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白
(赤橙～暗褐
の斑点)

無 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ口腔内崩壊
錠

100７本体ｺｰﾄﾞ追加

裸錠 白 有 0.5mgｺﾙｿﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0406中止
裸錠 白～帯黄白 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ7.5mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 7.5mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 極薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ15mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 15mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 薄橙 有 ｱﾃﾞｶｯﾄ30mg錠 塩酸ﾃﾞﾗﾌﾟﾘﾙ 30mg 武田薬品工業 血圧降下剤(ACE阻害剤) 890414収載
裸錠 白 無 5mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
裸錠 白 有 25mcgﾁﾛﾅﾐﾝ錠 ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25μ g 武田薬品工業 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ剤
裸錠 黄白 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠5 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0106ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

裸錠 淡黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載，

裸錠 薄橙黄 有 ｶﾙｽﾛｯﾄ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 武田薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 武田薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0109商品名変更(前:ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠)，ﾋｰﾄ変更(5追
加等)

裸錠 白～帯黄白 有 ﾓﾘｱｰﾙ錠 ﾓﾙｼﾄﾞﾐﾝ 2mg 武田薬品工業 血管拡張剤 91中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄灰白/

白～黄灰白
ﾎﾟﾘﾄｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 武田薬品工業 消化酵素製剤

糖衣錠 白 無 ｲﾝﾃﾝｻﾞｲﾝ錠 塩酸ｶﾙﾎﾞｸﾛﾒﾝ 75mg 武田薬品工業 虚血性心疾患改善剤 95中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ｶﾗﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 武田薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ﾏｵﾝ錠 ｽﾋﾟｿﾞﾌﾗﾝ 80mg 武田薬品工業 消化性潰瘍治療剤 890126中止
裸錠 白～帯黄白 無 ｿﾙﾌｧ25mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 25mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
裸錠 白～帯黄白 有 ｿﾙﾌｧ50mg錠 ｱﾝﾚｷｻﾉｸｽ 50mg 武田薬品工業 喘息･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治

療剤
裸錠(楕円形) 淡黄 無 ﾕﾆｼｱ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
8mg，
2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

裸錠(楕円形) 淡赤 無 ﾕﾆｼｱ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ

8mg，5mg(ｱ
ﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとし
て)

武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬/持続性Ca拮
抗薬配合剤

100611収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか
に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ（0208迄） 921127
収載 ﾋｰﾄに｢1日1回服
用｣の記載有り

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0609ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0208ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄに｢1日1回服用｣の記
載有り

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～わずか
に褐帯白/白
～わずかに
褐帯白

ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧ﾋｰﾄ(0010迄)，旧本体
(0406迄) 921127収載 ﾋｰ
ﾄに｢1日1回服用｣の記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

旧本体（0406迄），本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更
0010ﾋｰﾄ変更
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄橙/薄黄 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 武田薬品工業 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ(胃･
十二指腸潰瘍等)

0611頃ﾋｰﾄ若干変更(表
裏30削除等) 0406本体小
型化，ｺｰﾄﾞ，色調変更

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

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

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

0108中止 990507収載
ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 極薄黄 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠LD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

4mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

裸錠(楕円形) 極薄紅 無 ｴｶｰﾄﾞ配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ，
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

8mg，6.25mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ監受
容体拮抗薬/利尿薬配合

090313収載

裸錠 白～帯黄白 無 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠2 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 2mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表2追加，裏ｶﾀｶ
ﾅ記載

裸錠 白～帯黄白 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 4mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏4
削除等) 0207ﾋｰﾄ表4追
加等

裸錠 極薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 8mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0610ﾋｰﾄ若干変更(表裏8
削除等) 0207ﾋｰﾄ表8追
加等

裸錠 薄橙 有 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠12 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ 12mg 武田薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗剤

0207ﾋｰﾄ表12追加等
990507収載 ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 5mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 5mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤
糖衣錠 黄 無 25mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
糖衣錠 黄 無 50mgｱﾘﾅﾐﾝF糖衣錠 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 50mg 武田薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡紅 無 ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

17.5mg(ﾘｾﾄﾞ
ﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
として)

武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 070608収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

白～帯黄白 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ5mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠LD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

15mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載 本体に割線
に見えるくぼみ有り

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

帯黄白 無 ﾒﾀｸﾄ配合錠HD 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ，塩酸
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ

30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)，
500mg

武田薬品工業 ﾁｱｿﾞﾘｼﾞﾝ系薬/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ
系薬配合剤-2型糖尿病
治療剤-

100611収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更
前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ25)，ﾋｰﾄ変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無透明/無透
明

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 武田薬品工業 複合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 010907収載(商品名変更
前:ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ50)，ﾋｰﾄ変更

裸錠(口腔内崩
壊錠）

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

040709収載

裸錠(口腔内崩
壊錠）

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

040709収載

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

0102ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

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

0104ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
錠）

薄灰ﾋﾟﾝｸ 無 ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 武田薬品工業 消炎酵素剤 1102自为回収

裸錠 白～帯黄白 無 ｵｽﾃﾝ錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 武田薬品工業 骨粗鬆症治療剤 010907収載(商品名の変
更 前:ｵｽﾃﾝ錠)

裸錠(口腔内崩
壊錠)

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

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ｱｸﾄｽOD錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg(ﾋﾟｵｸﾞﾘ
ﾀｿﾞﾝとして)

武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤-2
型糖尿病治療剤-

100528収載
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡赤 有 ﾈｼｰﾅ錠6.25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 6.25mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

微黄 有 ﾈｼｰﾅ錠12.5mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 12.5mg(ｱﾛｸﾞ
ﾘﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

黄 有 ﾈｼｰﾅ錠25mg 安息香酸ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 25mg(ｱﾛｸﾞﾘ
ﾌﾟﾁﾝとして)

武田薬品工業 選択的DPP-4阻害剤-2
型糖尿病治療剤-

100611収載

裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠15 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 15mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0611ﾋｰﾄ若干変更(表裏
15削除等) 0502本体割線
入(表 横一本，裏 十字)

裸錠 白～帯黄白 有 ｱｸﾄｽ錠30 塩酸ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 30mg 武田薬品工業 ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性改善剤 0612ﾋｰﾄ若干変更(表裏
30削除等)

裸錠 黄～橙黄 無 ﾌﾞﾛﾆｶ錠40 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 40mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

951124収載

裸錠 黄～橙黄 有 ﾌﾞﾛﾆｶ錠80 ｾﾗﾄﾛﾀﾞｽﾄ 80mg 武田薬品工業 ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝA2受容体拮抗
剤(気管支喘息治療剤)

01頃ﾋｰﾄ変更 951124収
載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｿﾙｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 0907中止 010907収載(商
品名の変更 前:ｿﾙｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠100 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 100mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠200 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ 200mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0104ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄淡紅/黄～
黄緑白

ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｼｸﾗｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝ)

裸錠 白 有 ﾎﾟﾝｼﾙFP錠125mg ｸﾞﾘｾｵﾌﾙﾋﾞﾝ 125mg 武田薬品工業 内服用皮膚糸状菌症治
療剤

0812中止 010907収載(商
品名変更 前:ﾎﾟﾝｼﾙFP)，
ﾋｰﾄ変更(125追)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 125mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～黄白/白
～黄白

ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 武田薬品工業 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 010907収載(商品名の変
更 前:ｾﾝｾﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか

に紅帯白
無 ﾒﾘｼﾝ錠50mg 塩酸ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ 50mg 武田薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 010907収載(商品名の変

更 前:ﾒﾘｼﾝ錠)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ60mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾊﾟｼｰﾌｶﾌﾟｾﾙ120mg 塩酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 武田薬品工業 持続性癌疼痛治療剤 051216収載

TG 107 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 50mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高尿酸血症治療剤 101119収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾘｵﾝOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 無 ﾀﾘｵﾝOD錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 5mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治

0710社名変更（前：田辺
製薬） 070706収載

T S:PM2 裸錠(楕円形) 白 有 ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠(2mg) 酢酸ﾊﾟﾗﾒﾀｿﾞﾝ 2mg 田辺製薬 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 0603頃中止 9711ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 淡桃～桃 有 ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠6mg 酢酸ﾊﾟﾗﾒﾀｿﾞﾝ 6mg 田辺製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 9604中止 8903変更
TA 001 糖衣錠 白 無 ｱｽﾊﾟﾗ配合錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

K，Mgｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬) 090925収載
(商品名変更に伴い，前:ｱ
ｽﾊﾟﾗ錠医家用)

TA 002 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀｲﾄﾞ錠100mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 田辺三菱製薬 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 0806中止 0710社名変更
（前：田辺製薬）

TA 201:2.5 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 田辺三菱製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0803本体割線追加 0710
社名変更（前：田辺製薬）
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TA 003 糖衣錠 白 無 ﾋﾞﾄﾚﾝ 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1，6，12製剤 0103中止 98ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

TA 130:5 裸錠 白 無 ｶﾙｸﾞｰﾄ錠5 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg 田辺三菱製薬 心機能改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA 129 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｱﾐｵﾝ錠5mg ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 田辺三菱製薬 脳循環・代謝改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｻｱﾐｵﾝ

TA 004 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠 ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 5mg 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9304中止
TA 202 裸錠 白 有 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 田辺三菱製薬 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0710社名変更（前：田辺

製薬）
TA 007 糖衣錠 白 無 ｱﾛﾌﾄ錠20mg ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 田辺三菱製薬 筋緊張性疾患治療剤 0710社名変更(前:田辺製

薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｱﾛﾌﾄ)

TA 104 裸錠 薄橙 無 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠10 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 10mg（ｸｴﾝ酸
ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮咳剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA 106 裸錠 橙黄 無 ｱﾄﾞﾅ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

対血管薬剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ｱﾄﾞﾅ
(AC-17)錠(10mg)）

TA 131 裸錠 白 有 ｶﾙｸﾞｰﾄ錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 10mg 田辺三菱製薬 心機能改善剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA 105 裸錠 薄橙 無 ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20 ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 20mg（ｸｴﾝ酸
ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ相
当量）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

鎮咳剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA 005 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠(25mg) ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 25mg（塩酸ﾁ
ｱﾐﾝとして）

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA 107 裸錠 橙黄～橙黄
褐

無 ｱﾄﾞﾅ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

対血管薬剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ｱﾄﾞﾅ
(AC-17)錠30mg)

TA 120 裸錠 白 無 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 田辺三菱製薬 Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 050610収載(品名
変更に伴い 前：ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ

TA 006 糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾝ糖衣錠(50mg) ﾋﾞｽﾍﾞﾝﾁｱﾐﾝ 50mg 田辺製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB1製剤 9304中止
TA 124 裸錠 白 無 ﾅｲｷｻﾝ錠100mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬

販売
鎮痛・抗炎症剤 1010販売元変更(前:田辺

三菱製薬)
TA 101 裸錠 淡黄 有 ｱｻﾞﾆﾝ錠50mg ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg 田辺三菱製薬 免疫抑制剤 0710社名変更（前：田辺

製薬） 0602商品名変更
(前:ｱｻﾞﾆﾝ錠)

TA 102 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑ錠300mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

Kｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA 103 裸錠 白 無 ｱｽﾊﾟﾗ-CA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg(無水
物として)

田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 1010販売元変更(前:田辺
三菱製薬)

TA 108 裸錠 白 有 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 田辺三菱製薬-田辺製薬
販売

高尿酸血症治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｱﾛｼﾄｰ

TA 109 裸錠 白 有 ｲﾉﾘﾝ錠3mg 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 3mg 田辺三菱製薬 気管支拡張剤 0710社名変更(前:田辺製
薬) 070615収載(商品名
変更に伴い，前:ｲﾉﾘﾝ錠)

TA 110 有核錠 灰白(灰褐の
斑点)

無 ｻﾞｲﾏ 田辺製薬 消化酵素製剤 0108中止 9606ﾋｰﾄSP-
>PTP，ﾋｰﾄ裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

TA 117 裸錠 白 有 ﾍﾞﾀﾘﾝｸﾞ錠 硫酸ﾍﾞﾀﾆｼﾞﾝ 10mg 田辺製薬 高血圧治療剤 9604中止
TA 121 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾄﾅ錠 塩酸ﾏｻﾞﾁｺｰﾙ 4mg 田辺製薬 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群

治療剤
9605中止
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TA 125:60 裸錠 白 無 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ錠60 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 60mg 田辺三菱製薬 Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 0211ﾋｰﾄ表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)，記号表→裏

TA 126 裸錠 白 無 ﾎﾊﾟﾃ錠 ﾎﾊﾟﾝﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 田辺製薬 脳代謝賦活･精神症状改
善剤

9509中止

TA 127 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾚｷﾉﾝ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 田辺三菱製薬 消化管運動調律剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 070615収載(商品
名変更に伴い，前:ｾﾚｷﾉﾝ

TA 132:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾘｵﾝ錠5mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 5mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘｵﾝ錠5)
0710社名変更（前：田辺

TA 133:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾀﾘｵﾝ錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 10mg 田辺三菱製薬 選択的ﾋｽﾀﾐﾝH1受容体
拮抗・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治
療剤

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾘｵﾝ錠10)
0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA 134:2.5 裸錠 白 無 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠2.5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0205ﾋｰﾄ変更

TA 135:5 裸錠 白 有 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠5 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0205ﾋｰﾄ変更

TA 136:10 裸錠 白 有 ﾀﾅﾄﾘﾙ錠10 塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 田辺三菱製薬 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

0710社名変更（前：田辺
製薬） 0206ﾋｰﾄ変更

TA TA 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｾｽﾃﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 田辺三菱製薬 鎮痙･鎮痛剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ｾｽﾃﾞ

TA302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾅｲｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ300mg ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 300mg 田辺三菱製薬 鎮痛・抗炎症剤 0905中止 0710社名変更
（前：田辺製薬） 050610
収載，品名変更に伴い
(前：ﾅｲｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ)

TA303
100mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 田辺三菱製薬 持続性Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ﾍﾙﾍﾞｯ
ｻｰR100) ｳｨｰｸﾘｰｼｰﾄは

TA304
200mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ200mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 200mg 田辺三菱製薬 持続性Ca拮抗剤 0710社名変更（前：田辺
製薬） 060609収載(商品
名変更に伴い，前:ﾍﾙﾍﾞｯ
ｻｰR200)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐 ｶﾑﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾝﾌﾟﾛｽﾁﾙ 25μ g 田辺三菱製薬 胃潰瘍治療剤(持続型
PGE2誘導体)

0710社名変更（前：田辺
製薬）

軟ｶﾌﾟｾﾙ(長円
形)

淡黄褐 ｶﾑﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ12.5 ｴﾝﾌﾟﾛｽﾁﾙ 12.5μ g 田辺三菱製薬 胃潰瘍治療剤(持続型
PGE2誘導体)

0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA M120
PGUARD:120mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡青～青 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠120mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 120mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA M20
PGUARD:20mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄～黄 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠20mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 20mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA M30
PGUARD:30mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 赤褐～褐 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TA M60
PGUARD:60mg PGUARD

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡緑～灰緑 無 ﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ錠60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 田辺三菱製薬工場-田辺
三菱製薬

持続性癌疼痛治療剤 0710社名変更（前：田辺
製薬）

TOYO 101:2 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠2mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
TO YO:5 裸錠 白 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠5mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9401まで)
TO YO:10 裸錠 薄青 有 ｾﾚﾅﾐﾝ錠10mg ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 旭化成工業 精神神経安定剤 旧ｺｰﾄﾞ(9402まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑/淡褐 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑｶﾌﾟｾﾙ5mg(旭
化成)

ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 旭化成 睡眠導入剤 01頃中止 920101商品名
変更

TOYO 141 裸錠 白 有 ｾﾞｽﾗﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 旭化成工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
裸錠 白 無 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠1.25mg(旭化

成)
ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 1.25mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101

商品名変更
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裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｻﾞｲﾄﾞ錠2.5mg(旭化成) ﾍﾟﾝﾌﾙﾁｼﾞﾄﾞ 2.5mg 旭化成工業 利尿･降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで) 920101
商品名変更

裸錠 微紅 無 ｼﾘﾝｼﾞﾅ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 旭化成工業 血圧降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
糖衣錠 白 無 ﾘﾄﾓｽ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 旭化成工業 不整脈用剤 0102中止 9706ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾛｶﾝ錠 ｸｴﾝ酸ｲｿｱﾐﾆﾙ 40mg 旭化成工業 鎮咳剤 9410中止
裸錠 白 有 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(旭化成) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9410まで) 920101

商品名変更
裸錠 白 有 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠(旭化成) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 旭化成工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9305まで) 920101

商品名変更
糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9710

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 0.625mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ

ﾘｰ
結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9907まで) 9709

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 0107中止 9710ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 橙 無 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 旭化成工業-日本ﾜｲｽﾚﾀﾞ

ﾘｰ
結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9912中止 9801ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ｱﾃﾞﾏｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.25mg 旭化成 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 01頃中止 9711ﾋｰﾄ裏商

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

変更，表記号(TYA 0.25)
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

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

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

軟ｶﾌﾟｾﾙ 白～淡黄白 ﾄﾖﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 3μ g 旭化成ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 100528収載
裸錠 白 無 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠25 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 25mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
裸錠 白 有 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50 ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg 旭化成工業 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(9303まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡黄 ﾘｶﾊﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更

に伴い，前:ﾘｶﾊﾞﾘﾝ) 0310
社名変更

裸錠 白 有 ﾌﾞｲｶﾙ錠K(旭化成)20万
単位

ﾌｪﾉｷｼﾒﾁﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘ
ｳﾑ

20万単位 旭化成工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 9206中止 920101商品名
変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙ錠250 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

0310社名変更 0110ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

橙 有 ｼﾝｸﾙ錠500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 旭化成工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

9410中止

糖衣錠 白 無 ﾛｲｺﾏｲｼﾝ錠<200mg> ｷﾀｻﾏｲｼﾝ 200mg 旭化成ﾌｧｰﾏ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 0601頃中止 0310社名変
更 9708ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 9308本体変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

明灰 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽL錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

250mg，
125mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9801ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｱﾐﾍﾟﾆｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0804頃中止 0310社名変
更 0201ﾋｰﾄ表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ｼﾝｸﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗
生物質

080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾝｸﾙｶﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃褐/白 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0609中止 0112ﾋｰﾄ表商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡褐/白 ｴﾌﾍﾟﾆｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 旭化成ﾌｧｰﾏ 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504中止 0310社名変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡褐 有 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽP錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

62.5mg，
31.25mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明灰 無 ｺﾝﾋﾞﾍﾟﾆｯｸｽ錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｼﾞｸﾛｷｻｼﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ

125mg，
62.5mg

旭化成 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0112中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ｼﾝｸﾙSR錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 旭化成 持続性経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘ
ﾝ系抗生物質

0107中止 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾘｶﾏｲｼﾝ錠 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 100mg 旭化成工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9307まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅｲｽﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 旭化成 抗菌性化学療法剤 01頃中止 9709ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 白 有 ﾅｲｽﾚｰﾄ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 旭化成工業 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9308まで)
TO-082 25 裸錠 白 有 ﾕﾘﾉｰﾑ錠25mg ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 25mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 050610収載，品名変更に

伴い(前：ﾕﾘﾉｰﾑ25mg)
0409割線追加

TO 082 裸錠 白～淡黄 有 ﾕﾘﾉｰﾑ ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg 鳥居薬品 尿酸排泄剤 経過措置(060331迄)，旧
本体(050610迄)，品名変
更(新:ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg)に
伴い

TO 067 裸錠 白 有 ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠5mg 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 鳥居薬品 ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 0802ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ記載裏→表
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠)

TO-188  TO-188 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｻﾞﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ﾀｻﾞﾉﾗｽﾄ 75mg 鳥居薬品 喘息治療剤 0503中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日本ｹﾐﾌｧ

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

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

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

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

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

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

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡赤 ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日本ｹﾐﾌｧ

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾄﾉｰﾙ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ
ﾝ錯化合物

5mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬 胃潰瘍治療剤 0012中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 96社
名，色変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠10 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 10mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9807ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

微黄赤～淡
黄赤

ﾃﾞｶｿﾌﾄ ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬

代謝性強心剤 旧ｺｰﾄﾞ(0512頃迄) 0107
製造元社名変更(前:日清
製粉)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ（02頃まで） 9712
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙赤 無 ﾀﾞｲﾑ錠20 塩酸ﾁﾘｿﾛｰﾙ 20mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬-ﾏﾙﾎ 高血圧･狭心症治療剤 0305中止 9901ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9604社
名変更 920522収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾆﾌｪﾗｰﾄL錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄) 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9604社名変更 9505販売

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ
ﾘﾝ製薬

持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾁﾛｽ錠 ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 40mg 日清製薬 消炎鎮痛剤 9004中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟﾙﾍﾟｼﾞﾉﾝLA40mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大正薬品工業-日清ｷｮｰ

ﾘﾝ製薬
持続性Ca拮抗剤 9903中止 9712ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ)
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡緑 ｹﾞﾌｧｿﾌﾄ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 100mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬

胃炎･消化性潰瘍治療剤 0301頃中止 0107製造元
社名変更(前:日清製粉)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

赤紫 ｽｲｸﾘｼﾝ ﾌｪﾆﾍﾟﾝﾄｰﾙ 100mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，日研化学

慢性膵炎治療剤 0301中止 0107製造元社
名変更(前:日清製粉)
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軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

橙 NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 日清ﾌｧﾙﾏ-日清ｷｮｰﾘﾝ製
薬，東洋ｶﾌﾟｾﾙ

末梢循環･脂質代謝改善
剤

旧ｺｰﾄﾞ(0512頃迄)，承継
に伴い(東洋ｶﾌﾟｾﾙへ)
0107製造元社名変更(前:
日清製粉)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ﾅﾄﾌｪﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｿｲｽﾃﾛｰﾙ 200mg 日清製粉-日清製薬 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善剤 9512中止

裸錠(長円形) 白～淡黄(灰
白～淡灰黄
の斑点)

有 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 日清ｷｮｰﾘﾝ製薬･杏林製
薬

潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ（0302頃迄） 9709
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960614収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
球)

淡黄透明 ﾍﾟｵﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 日清ﾌｧﾙﾏ-塩野義製薬 EPA製剤 旧ｺｰﾄﾞ(0511迄)，0504製
造販売元変更(塩野義ヘ)
0211ﾋｰﾄ裏変更 0107製
造元社名変更(前:日清製

WELLCOME K7A WELLCOME K7A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 有 ｲﾑﾗﾝ錠 ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 免疫抑制剤 旧ｺｰﾄﾞ(0507迄) 9910剤
型変更(前:裸錠) 9712ﾋｰ
ﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

WELLCOME Y2B WELLCOME Y2B 裸錠 白 有 ｾﾌﾟﾃﾘﾝ錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

住友製薬-ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 合成抗菌剤 0001中止 9706ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

WELLCOME B4F WELLCOME B4F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9711
ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名

Wellcome Y9C 100：
GlaxoSmithkline

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(接合
部:青)

ﾚﾄﾛﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ 100mg ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤(ｴｲ
ｽﾞ等)

旧本体，ｺｰﾄﾞ(0506迄)
0303PTPｼｰﾄに変更

WELLCOME O2F WELLCOME O2F 裸錠 白 有 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(9912まで) 9712
ﾋｰﾄ裏記号削除，商品名

WELLCOME U4A WELLCOME U4A ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg ｸﾞﾗｸｿｳｴﾙｶﾑ 高尿酸血症治療剤 0207商品名変更（ｻﾞｲﾛﾘｯ
ｸ錠100に） 旧ｺｰﾄﾞ(9910
まで) 9709ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

NCP 114E NCP114E：25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｿﾌｧﾘﾝ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｿﾌｧﾘﾝ) 9701

NCP 114N NCP114N：80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾚﾄﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 日本ｹﾐﾌｧ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛･消炎剤 9609ﾋｰﾄ裏記号削除，商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)等
930827収載

NCP 114L NCP114L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ﾋﾟﾛｶﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 日本ｹﾐﾌｧ 鎮痛･抗炎症剤 0107中止 9704ﾋｰﾄ変更

(ｶﾀｶﾅ)等
NCP 122A NCP122A：200 糖衣錠 白 無 ｽﾊﾟﾝﾄｰﾙ錠 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾞﾒｰﾄ 200mg 日本ｹﾐﾌｧ 有痛性痙縮治療剤 0806中止 9701ﾋｰﾄ変更

S ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(正八
角形)

白 無 ｽﾊﾟｽﾄﾝ錠 臭化ｼﾞﾎﾟﾆｳﾑ 15mg 日本ｹﾐﾌｧ 痙攣性疼痛緩解剤 9305中止

NCP 124B NCP124B：100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾉﾊﾟﾄｰﾙ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 中枢性筋弛緩剤 0803中止 9708ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 淡青 無 ｷﾞﾙﾘﾄﾏｰﾙ錠 ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 不整脈治療剤 9501中止
NCP 214B NCP214B 糖衣錠 白 無 ｾﾙｼﾅﾐﾝS錠 ﾚｼﾅﾐﾝ 0.5mg 日本ｹﾐﾌｧ 血圧降下剤 0203中止 9611ﾋｰﾄ変更

(ｶﾀｶﾅ)等
糖衣錠 白 無 ﾗﾎﾞﾌﾟｰﾙ錠 日本ｹﾐﾌｧ 血圧降下剤 9503中止

NCP 217E ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾗﾆｼﾞﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 日本ｹﾐﾌｧ 虚血性心疾患･脳血管障
害治療剤

9712中止

NCP 217D NCP217D：30 裸錠（徐放錠） 白 無 ｶﾙﾅｰｽ錠30mg 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 日本ｹﾐﾌｧ Ca拮抗剤 0803中止 061208収載(商
品名変更に伴い，前:ｶﾙ
ﾅｰｽ)

NCP 217A 糖衣錠 桃 無 ｻｲﾉｼﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾒﾀｼﾞｼﾞﾝ 3mg 日本ｹﾐﾌｧ 虚血性心疾患治療剤 9501中止
NCP217B：5 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

形)
赤 ﾐﾙﾌｧｼﾞﾝ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ｹﾐﾌｧ ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0803中止

NCP 222A NCP222A：100 糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲｴｰｽ錠 L-塩酸ｴﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 去痰剤 0803中止 9611ﾋｰﾄ変更
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NCP 394A NCP394A：100 裸錠 白 有 ｱﾝｼﾞｰﾌ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 日本ｹﾐﾌｧ 高尿酸血症治療剤 0706本体ｺｰﾄﾞ追加
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾝｼﾞｰﾌ)

NCP395A 糖衣錠 緑 無 ﾊﾟｲﾈｼﾝ錠 日本ｹﾐﾌｧ 消炎酵素剤
削除)，裏商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)

HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ-ｱｽﾃﾗｽ製 消化管運動賦活剤 0504社名変更(合併)
TJN 884 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg 帝人 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)，ﾋｰﾄ表裏

商品名記載（ｶﾀｶﾅ），記
号LAX削除 9610ﾋｰﾄ裏

TJN ONE:0.25 0.25μ ｇ:0.25μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.25μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TJN ONE:0.5 0.5μ g:0.5μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

TJN ONE:1.0 1.0μ g:1.0μ g 裸錠 白 無 ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μ g ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 帝人ﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠

MCI 012 MCI012 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｱﾙﾅｰﾄ錠50mg 塩酸ﾋﾞﾌｪﾒﾗﾝ 50mg 三菱化学-藤沢薬品工業 脳血管性精神症状改善
剤

9805中止 9702ﾋｰﾄ表裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SEROQUEL 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄赤 無 ｾﾛｸｴﾙ25mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 25mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤 旧ﾋｰﾄ(0607迄) 0510製造
元社名変更 0504社名変
更(合併)

SV 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

50 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠50 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
SV 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg ｱﾎﾞｯﾄ製薬-ｱｽﾃﾗｽ製薬 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み

阻害剤(SSRI)
1004製造販売元社名変
更(前:ｿﾙﾍﾞｲ製薬)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)
0402本体商品名記載(ｶﾀ
ｶﾅ)，ﾋｰﾄ変更

SEROQUEL 100 100㎎ ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄黄 無 ｾﾛｸｴﾙ100mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 100mg(ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝとして)

ｱｽﾃﾗｽ製薬 抗精神病剤

裸錠 薄紅 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 1mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0111迄) 8805ｼｰﾄ
変更

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 長生堂製薬 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(0806迄) 0510製
造販売元変更(前:ｱｽﾃﾗｽ
製薬) 0504社名変更(合

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 125mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0612中止 0504社名変更

(合併)
裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg 藤沢薬品工業 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 8805ｼｰﾄ

変更
裸錠 白 無 ｵｰﾗｯﾌﾟ錠3mg ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ 3mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ製剤 0510製造元社名変更

0504社名変更(合併)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾙﾏﾄｰﾙ錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 藤沢薬品工業 利尿降圧剤 0208中止 9712ﾋｰﾄ裏変

更(ALT削除)，表裏商品
名記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
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250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)

250 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504社名変更(合併)

250PB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止 9707ﾋｰﾄ変更

記載(ｶﾀｶﾅ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｺﾛﾈﾙ錠500mg ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ 500mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 過敏性腸症候群治療剤 0606ﾋｰﾄ若干変更 0510
製造元社名変更 0504社
名変更(合併)

307AV
307AV 300

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（楕円
形）

薄橙 無 ｹﾃｯｸ錠300mg ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 300mg（力
価）

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(0602迄) 三共と
ﾋｰﾄ異なる 0504社名変
更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 0907ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

裸錠 白 有 ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ｼﾞｷﾞﾄｷｼﾝ 0.1mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 強心利尿剤 0512中止 0510製造元社
名変更 0504社名変更(合
併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠50mg 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 鎮痛抗炎症剤 1002ﾋｰﾄ裏ｺｰﾄﾞ削除
0504社名変更(合併)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾓｰﾙ錠2mg 塩酸ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁﾝ 2mg（ﾋﾟﾛﾍﾌﾟﾁ
ﾝとして）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(1003迄)，製造販
売元変更に伴い(新：長生
堂製薬-田辺製薬販売)

裸錠 淡黄褐 無 ﾄﾘｺﾏｲｼﾝ腟錠｢ﾌｼﾞｻﾜ｣ ﾄﾘｺﾏｲｼﾝ(外) 5万単位 藤沢薬品工業 抗真菌剤 0008中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

GRP-O
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾘﾍﾟﾆﾝ-O錠 ｶﾙﾌｪｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止

500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠 ｱｽﾃﾗｽ製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ錠)，

除等)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠5mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 5mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品

工業
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

旧ｺｰﾄﾞ(9712まで)

裸錠 黄 有 ﾜｶﾌﾗﾋﾞﾝL錠 酪酸ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ 20mg わかもと製薬-藤沢薬品
工業

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症改善ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤

0108中止 9712ﾋｰﾄ変更，
表裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 有 ﾏｲｽﾘｰ錠10mg 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 10mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 入眠剤
裸錠 白 有 ﾌﾞﾘｶﾆｰﾙ錠 硫酸ﾃﾙﾌﾞﾀﾘﾝ 2mg 藤沢薬品工業 気管支拡張剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg（塩酸ﾒﾄ

ｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て）

ｱｽﾃﾗｽ製薬 消化器機能異常治療剤
071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑青/薄橙 ﾌｪﾙﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ 佐藤薬品工業-藤沢薬品
工業

健胃消化剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

TJN 683:MUC 裸錠 白 有 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 帝人 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ（0010迄），ﾋｰﾄ表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)，表
MUC削除

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄ(1103迄)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｽﾊﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg ｾﾌｨｷｼﾑ 50mg 富山ﾌｼﾞｻﾜ-ｱｽﾃﾗｽ製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0504社名変更(合併)

0403本体商品名記載(ｶﾀ
PT 糖衣錠 淡橙(かなり

薄)
無 ﾊﾟｰﾄﾌﾗﾝ錠 塩酸ﾃﾞｼﾌﾟﾗﾐﾝ 25mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ- うつ病･うつ状態治療剤 9609中止

BS:10mg 糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠10mg 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮痙剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠)
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ
化 951124収載

TI01 吸入用ｶﾌﾟｾﾙ 明るい緑/明
るい緑

ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ18
μ g

臭化ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ水和物
(外)

18μ g(ﾁｵﾄﾛ
ﾋﾟｳﾑとして)

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 長時間作用型吸入気管
支拡張剤

041208収載

錠剤 淡黄 有 ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10ｍｇ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎・鎮痛剤
元変更に伴い(前:第一三
共)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/極薄
黄褐

ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

0510中止 旧ﾋｰﾄ(0305迄)

20mg：20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/極薄
黄褐

ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

0305ﾋｰﾄ変更

PE25:25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠)
0205ﾋｰﾄ変更 8909本体
追加

50H：20mg 硬カプセル 青/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載

錠剤 白～微黄 無 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

M50:50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

0205ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

51H:40mg 硬カプセル 淡黄/白 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｶﾌﾟｾﾙ40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0510頃中止 021206収載

錠剤 白～微黄 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 40mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

0504社名変更(合併)
041215収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠80mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｱｽﾃﾗｽ製薬

胆汁排泄型持続性AT１
受容体ﾌﾞﾛｯｶｰ

100924収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透
明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
M100:100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性

神経障害治療剤
0206ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤/白 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 941202収
載

150mg:150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤/白 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ150mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性 抗血小板剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶ
ﾌﾟｾﾙ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透
明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ｺｰﾄﾞ(0206迄) 940826
収載

201：1.25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 0206ﾋｰﾄ表示変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 940826収

載
202：2.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 0208ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載（ｶﾀｶﾅ）
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0211迄) 960906収

載
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203：45mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ45mg 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性 気道潤滑去痰剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟ
ｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ
化 951124収載

裸錠 白 有 ﾄﾞﾐﾝ錠0.4 塩酸ﾀﾘﾍﾟｷｿｰﾙ 0.4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 旧ﾋｰﾄ(0206迄) 960614収
載

NU:[日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ] 裸錠 黄～淡黄褐 無 ﾈｵﾕﾓｰﾙ錠剤 ｶﾝｿﾞｳ抽出物，ﾒﾀｹｲ
酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

17.5mg，
232.5mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 0401製造元変更，旧ﾋｰﾄ
（0401迄）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾉﾚﾌﾟﾀﾝ錠 塩酸ﾎﾐﾉﾍﾞﾝ 80mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮咳剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで) 0102本
体ｺｰﾄﾞ追加 8905色変更

糖衣錠 白 無 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮痙剤 旧ﾋｰﾄ(0209迄) 02ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9708
本体刻印

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｻｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0211迄) 960906収
載

裸錠 白 有 ﾗｷｿﾅﾘﾝ錠 酢酸ﾋﾞｿｷｻﾁﾝ 60mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 緩下剤 9410中止 8908本体変更
糖衣錠 白 無 複合ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ､ｽ

ﾙﾋﾟﾘﾝ
10mg，
250mg

田辺製薬 鎮痙･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9502まで)

糖衣錠 白 無 複合ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ､ｽ
ﾙﾋﾟﾘﾝ

10mg，
250mg

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 鎮痙･鎮痛剤 9801中止 9502SP-
>PTP，製造元変更

裸錠 白 有 ｴﾎﾁｰﾙ錠 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 昇圧剤 旧ﾋｰﾄ(0208まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠5 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ

化 951124収載
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠5mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)

9706ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 有 ﾍﾞﾛﾃｯｸ錠 臭化水素酸ﾌｪﾉﾃﾛｰﾙ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(0307迄)
裸錠 白 有 ｱﾛﾃｯｸ錠 硫酸ｵﾙｼﾌﾟﾚﾅﾘﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 喘息治療･気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄ(02頃まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼｽｶｰﾄﾞ錠10 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 持続性Ca拮抗降圧剤 0209中止 9901本体ｺｰﾄﾞ

化 951124収載
裸錠 白 有 ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ錠10mg 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧･狭心症治療剤 0510中止 旧ﾋｰﾄ(0306迄)

9706ﾋｰﾄ変更
裸錠 黄 有 ﾊﾞｽｸﾗｰﾄ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 血管拡張剤 9612中止

PE12.5:12.5mg 糖衣錠 橙赤～赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠12.5mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠
12.5) 0207ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

13A：0.25mg 裸錠 白 有 ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 睡眠導入剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠)

裸錠 白 有 ﾑｺｻｰﾙ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道潤滑去痰剤 旧ﾋｰﾄ(0204迄) 0009製造
元変更 9701社名変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/極薄
黄褐

ﾍﾞﾄﾘﾛｰﾙ-Lｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾌﾞﾆﾄﾛﾛｰﾙ 20mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性高血圧･狭心症治
療剤

0510中止 旧ﾋｰﾄ(0305迄)

PE25:25mg 糖衣錠 橙赤 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠25mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠)
0205ﾋｰﾄ変更 8909本体
追加

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

裸錠 白 無 ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 気道粘液溶解剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9708ﾋｰﾄ
変更

裸錠 白 有 ｶﾞｽﾄﾛｾﾞﾋﾟﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(02頃迄)
裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠75 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.075mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0303迄) 9711ﾋｰﾄ

変更
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透
明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

PE100:100mg 糖衣錠 白 無 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠100mg ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 抗血小板剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠
100) 0201ﾋｰﾄ変更，裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)等

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄ(0206迄) 9203本体
変更

硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9203まで)
裸錠 白 有 ｶﾀﾌﾟﾚｽ錠 塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ 0.15mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 高血圧治療剤 旧ﾋｰﾄ(0305迄) 9806ﾋｰﾄ

変更
硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄赤/白 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ-Lｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 徐放性抗血小板剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 941202収

載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 無～淡黄透

明/無～淡黄
透明

ﾃｵｯﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
-ｷｯｾｲ薬品工業

ｷｻﾝﾁﾝ系気管支拡張剤 9904中止 940708収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄褐/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ｺｰﾄﾞ(0206迄) 940826
収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄褐 ｱｶﾙﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ2.5 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2.5mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 心不全治療薬 旧ﾋｰﾄ(0208迄) 940826収
載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｾﾙﾍﾞﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 消化管運動調律剤 0202中止 9710ﾋｰﾄ記号
削除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 無 ﾊﾟﾄｺﾝ錠 ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 鎮咳剤 0809中止
P B 2.5mg 裸錠 白 有 ﾋﾟｺﾍﾞﾝ錠2.5mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2.5mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 081219収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾟｺﾍﾞﾝ錠)
裸錠 白 無 ﾋｽﾀｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 4mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ﾋｰﾄ 9708ﾋｰﾄ記号削

除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9103変更

40mg 裸錠 白 無 ﾅｲｽﾀｰﾙ錠40mg ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 1010中止 081219収載(商
品名変更に伴い，前:ﾅｲｽ
ﾀｰﾙ錠)

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

ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 101119収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ZJ｣ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性Ca拮抗薬 101119収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5｢NUP｣ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

091001収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠5｢AR｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬からの承継
に伴い

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10｢
NUP｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 持続性選択Ｈ1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
剤

091001収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠10｢AR｣)，ｺｰﾄﾞ変更，
ｱﾘｼﾞｪﾝ製薬からの承継
に伴い

裸錠 白 無 ﾉﾙﾁｺﾝ錠 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾀﾅｰﾄ 3mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 過敏性大腸炎治療剤 9106中止
裸錠 白 無 ﾋｽﾀｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 4mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9103まで)
裸錠 白 無 ﾜｸﾞﾏﾘﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 日本ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9106中止

ROCHE 611 裸錠 白 無 ｱﾝｺﾁﾙ ﾌﾙｼﾄｼﾝ 500mg 日本ﾛｼｭ 深在性真菌症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 9206本
体変更

BM 300 裸錠 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg 中外製薬 経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0601頃迄) 0310販
売変更（山之内→中外）
0210製造元変更（前：日
本ﾛｼｭ） 0202ﾋｰﾄ変更
9901ﾋｰﾄ変更
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BM 302 裸錠(長円形) 白 有 ｵｲｸﾞﾙｺﾝ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 中外製薬 経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0511頃迄) 0310販
売変更（山之内→中外）
0210製造元変更（前：日
本ﾛｼｭ） 0202ﾋｰﾄ変更
9812ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9504まで)

ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで)

ROCHE 裸錠（十字割
線）

白 有 ﾌｧﾝｼﾀﾞｰﾙ錠 ｽﾙﾌｧﾄﾞｷｼﾝ､ﾋﾟﾘﾒﾀﾐﾝ 500mg､25mg 中外製薬 抗ﾏﾗﾘｱ剤 1001中止

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

BM 2 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠200mg ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 中外製薬 高脂血症治療剤 050610収載(品名変更に
伴い 前：ﾍﾞｻﾞﾘｯﾌﾟ錠)

ROCHE:F R 裸錠 淡赤 有 ﾏﾄﾞﾊﾟｰ錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ､塩酸ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞ
ﾄﾞ

100mg､
28.5mg

日本ﾛｼｭ ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)

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

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄橙 無 ﾗﾛﾄﾞｰﾊﾟ錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 200mg 日本ﾛｼｭ ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療剤 9412中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

黄白 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.25μ g 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9610変更

ROCHE 0.5:DU 裸錠 白 無 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠
0.5) 0112ﾋｰﾄ商品名記載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 0606ﾋｰﾄ表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9610変更

裸錠 白 無 ｻﾘﾄﾞﾝ錠 日本ﾛｼｭ 解熱鎮痛剤 0104供給停止 9704ﾋｰﾄ
変更(SAR削除)，商品名

ROCHE ･1･:F T 裸錠 白 有 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1)

FT 1削除)
ROCHE 1 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠1 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9502まで)
ROCHE 1 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠1 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

削除 0210製造元変更
9503ﾋｰﾄ変更

ROCHE ･2･:D V 裸錠 薄橙 有 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠2mg ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬 抗てんかん剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠2)

DV-2削除) 十字割線
ROCHE 2 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠2 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9411まで)
ROCHE 2 裸錠 白 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠2 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤

152）削除 0210製造元変
更 9412ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 淡紅赤 無 ﾉﾌﾞﾘｳﾑ錠5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9311中止
ROCHE 5 裸錠 淡黄赤 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠5 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤 旧ｺｰﾄﾞ(9411まで)
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ROCHE 5 裸錠 淡黄赤 有 ﾚｷｿﾀﾝ錠5 ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 中外製薬-ｴｰｻﾞｲ 精神神経用剤
153）削除 0210製造元変
更 9412ﾋｰﾄ変更

ROCHE 10 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 催眠鎮静剤 9504中止
TIGASON 10 ROCHE 10mg ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

白
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 角化症治療剤

Tigason10)削除 9910本
体変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 黄橙 無 ﾉﾌﾞﾘｳﾑ錠10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9207中止
ROCHE 15 硬ｶﾌﾟｾﾙ 濃青/白 ﾀﾞﾙﾒｰﾄｶﾌﾟｾﾙ15 塩酸ﾌﾙﾗｾﾞﾊﾟﾑ 15mg 日本ﾛｼｭ 催眠鎮静剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
TIGASON 25 ROCHE 25mg ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤

褐
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 角化症治療剤

Tigason25)削除 0005本
体変更，ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで)
NR 41:0.25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.25 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.25mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

ROCHE 75mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/明るい
灰

ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75 ﾘﾝ酸ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ 75mg(ｵｾﾙﾀﾐ
ﾋﾞﾙとして)

中外製薬(前：日本ﾛｼｭ) 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤 010202収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾋｰﾄが
赤いものは備蓄用の赤ﾀ

糖衣錠 淡赤 無 ﾛﾆｺｰﾙﾀｲﾑｽﾊﾟﾝ錠75 ﾆｺﾁﾆｯｸｱﾙｺｰﾙ 75mg 日本ﾛｼｭ 持続性血行改善剤 91中止
糖衣錠 橙 無 ﾒｽﾁﾉﾝ｢ﾛｼｭ｣錠 臭化ﾋﾟﾘﾄﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 60mg 日本ﾛｼｭ 重症筋無力症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ（0212頃迄），ﾒｽﾁ

ﾉﾝ錠として共和薬品工業
へ承継

ROCHE 硬ｶﾌﾟｾﾙ ｸﾘｰﾑ/赤橙 ﾉﾌﾞﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9502中止
ROCHE 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/赤橙 ﾉﾌﾞﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ10 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 情動安定剤 9503中止
ROCHE 171 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠1 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg 日本ﾛｼｭ 不眠症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
ROCHE 172 裸錠 白 有 ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2 ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg 日本ﾛｼｭ 不眠症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
ROCHE 176 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄白～黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠10 ﾃﾉｷｼｶﾑ 10mg 日本ﾛｼｭ 持続性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
ROCHE 177 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄～淡黄 無 ﾁﾙｺﾁﾙ錠20 ﾃﾉｷｼｶﾑ 20mg 日本ﾛｼｭ 持続性消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状

改善剤
旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 930528
収載

ROCHE 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠100 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 100mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 930528
収載

ROCHE 182 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾞﾗｶﾞﾉﾝ錠200 ｱﾆﾗｾﾀﾑ 200mg 日本ﾛｼｭ 脳血管障害性精神症状
改善剤

9705ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)
ROCHE 242:0.5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠0.5 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 0.5mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 日本ﾛｼｭ-ｴｰｻﾞｲ 持続性ACE阻害剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで)
ROCHE 243 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾝﾋﾍﾞｰｽ錠1 ｼﾗｻﾞﾌﾟﾘﾙ 1mg 中外製薬 持続性ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄) 0504

販売移管(前：ｴｰｻﾞｲ)
0210製造元変更

ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)

ROCHE 301 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
白

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 10mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9910まで) 9704
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで)

ROCHE 302 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤褐/淡赤
褐

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ 25mg 日本ﾛｼｭ 角化症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005まで) 9707
ﾋｰﾄ変更，裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)
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μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡赤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 0.5μ g 日本ﾛｼｭ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9609まで) 9201変
更

ROCHE C:F U 裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝC錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

200mg，
40mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9507
ﾋｰﾄ変更

裸錠 白 有 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ､ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

400mg，
80mg

日本ﾛｼｭ 合成抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 9504
ﾋｰﾄ変更

ROCHE 621 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(ｵｰﾊﾞ
ﾙ型)

白 無 ｾﾌｨﾙ錠 塩酸ｾﾌｪﾀﾒﾄﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 194mg(ｾﾌｪﾀ
ﾒﾄとして)

中外製薬-杏林製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 0306中止 97ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 930319収

M 400 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

淡灰赤 有 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg 塩酸ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ 400mg(ﾓｷｼﾌ
ﾛｷｻｼﾝとし
て)

ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系経口抗菌剤 1007ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更，販売
元変更に伴い(前:塩野義
製薬)

100 錠剤(口腔内崩
壊錠)

微黄～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 100528収載

50 錠剤(口腔内崩
壊錠)

微黄～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品･田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 100528収載

EZ10 裸錠(長円形) 白 有 ｾﾞﾁｰｱ錠10mg ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg MSD・ﾊﾞｲｴﾙ薬品 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰ
ﾀｰ阻害剤，高脂血症治
療剤

1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)，ﾋｰﾄ裏記号変更

裸錠 白 有 ﾃﾙﾛﾝ錠0.5 ﾃﾙｸﾞﾘﾄﾞ 0.5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 選択的ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬
追加等) 0707社名変更
(前:日本ｼｴｰﾘﾝｸﾞ)

糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ錠5mg ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ)

糖衣錠 薄橙 無 ｲﾝｼﾀﾞｰﾙ錠 ﾅﾊﾟｼﾞｼﾙ酸ﾒﾌﾞﾋﾄﾞﾛﾘﾝ 50mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9204中止
BA 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗血小板剤 0204本体，ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ化

001124収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.1mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.1mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄褐 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.15mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.15mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害 0108中止 990507収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 無 ﾊﾞｲｺｰﾙ錠0.3mg ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 0.3mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 HMG-CoA還元酵素阻害

剤
0108中止 010706収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

橙 ｱﾀﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ5mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾗｰﾄ5)
0202ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ）  900420収

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

帯赤灰 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載，記号(AO10)削除

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0201ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），記号(BY
A10)削除等

軟ｶﾌﾟｾﾙ(細長) 橙 ｱﾀﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾀﾞﾗｰﾄ) 0202
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾘｸﾚｲﾝ錠10単位 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 10単位 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 循環系作用酵素製剤 0207ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ） 010907収載
(規格表示変更)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持効性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0203ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
N10)削除 920529収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0512錠剤小型化 0108本
体色変更(前:微赤)，ﾋｰﾄ
変更，裏記号(AO20)削除

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0202ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載（ｶﾀｶﾅ），裏記号(BY
A20)削除等
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(有核
二層錠)

淡赤褐 無 ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠40mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 40mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 持続性ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 0906錠剤小型化 0108ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載，
記号(AO40)削除

裸錠 白～淡黄 無 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠50mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製
薬

食後過血糖改善剤 0108ﾋｰﾄ変更，裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ) 931126収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠50mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 50mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ 75mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝD2・ﾄﾛﾝﾎﾞｷ
ｻﾝA2受容体拮抗剤(ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎治療剤)

旧ﾋｰﾄ(0606迄)，販売元
変更に伴い(日本新薬へ)

裸錠 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 食後過血糖改善剤 旧本体ｺｰﾄﾞ，旧剤型
(0805迄) 0107ﾋｰﾄ変更

G 100 裸錠(楕円形) 白～淡黄 有 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲ錠100mg ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品・田辺三菱製 食後過血糖改善剤 0805本体ｺｰﾄﾞ，剤型変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更 裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄 無 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 合成抗菌剤(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系) 0107ﾋｰﾄ変更，裏商品名

記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(91まで)

BAYER:AD 腟錠(細長) 白 無 ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ腟錠 ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ(外) 100mg ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗真菌剤 旧ﾋｰﾄ(0207迄)
糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ-ﾊﾞｲｴﾙ薬

品
暗順応改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0207迄) 9905

ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9905まで) 9604変

更
糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9507まで) 92ﾋｰﾄ

変更
糖衣錠 赤 無 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ ﾍﾚﾆｴﾝ 5mg 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 暗順応改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9603まで) 9508変

更
裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙ ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 50mg， 吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止
裸錠 白 有 ｺﾐﾀｰﾙL ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾒﾎﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰ

ﾙ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ
50mg，
50mg，50mg

吉富製薬-ﾊﾞｲｴﾙ薬品 抗てんかん剤 9403中止

BANYU 046 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾅﾀｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾍﾀｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 250mg 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9301中止
BANYU 057 BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 茶/茶 ﾍﾟﾝﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ萬有 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9911中止 97ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰﾄ
BANYU 207 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ﾌﾞﾘｻｲ-TX(ﾃﾄﾚｯｸｽ)ｶﾌﾟｾ ﾒﾀﾘﾝ酸ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 万有製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 98中止
BANYU 265 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/淡橙 ｾﾄﾞﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500mg(力 ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 500mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9712中止

裸錠 淡紅 有 ﾊﾞｲｼﾘﾝ錠 ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾍﾞﾝｻﾞﾁ 20万単位 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9911中止
TW 裸錠 白 無 ﾊﾞｲｼﾘﾝV2錠 万有製薬 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
CT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 有 ｼﾝｼﾘﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 万有製薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9804中止
BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ萬有 一硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 250mg 万有製薬 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質

製剤
0201中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ125mg(力
価)

ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

125mg 万有製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 97中止 9604ﾋｰﾄ変更

BANYU 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg(力
価)

ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

250mg 万有製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0012中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡橙紅 無 ﾊｲﾛﾝｸﾞ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 万有製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで)
BANYU 裸錠 淡橙紅 無 ﾊｲﾛﾝｸﾞ錠 ｵｷｻｾﾞﾊﾟﾑ 10mg 万有製薬 抗不安剤 9911中止 98ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
BANYU 裸錠 白 無 ｱﾝﾁﾞﾆﾝ錠250mg ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 万有製薬 抗動脈硬化剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
BANYU 裸錠 白 有 ﾋﾞｽﾄｶｲﾝ錠 ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg 万有製薬 胃粘膜麻酔剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐｺｽ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 万有製薬 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

BANYU ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾐｺｽ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.5mg 万有製薬 粘膜修復･胃潰瘍治療剤 9911中止 97ﾋｰﾄ変更，裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)
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裸錠 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

裸錠(楕円形) 白 無 ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠20 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 20mg MSD HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症治療剤

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

5mg
裸錠 薄赤 無 ｼﾝｸﾞﾚｱﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 5mg(ﾓﾝﾃﾙｶ

ｽﾄとして)
MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，

気管支喘息治療薬
1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 明るい灰黄 無 ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾓﾝﾃﾙｶ
ｽﾄとして)

MSD ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗薬，
気管支喘息・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎治療薬

1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

裸錠 白 無 ﾌｫｻﾏｯｸ錠5 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

MSD 骨粗鬆症治療剤 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 25mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090324
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50mg ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 50mg MSD A-Ⅱｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 1010社名変更(統合に伴
い，前:万有製薬) 090324
収載(商品名変更に伴
い，前:ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50)

50 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠50 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 50mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 125mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止

125mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製
薬

合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0612中止 0504社名変更
(合併)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｸﾙﾍﾟﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾙｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止
250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg ｱｽﾃﾗｽ製薬 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ)
250 SAW 裸錠 薄橙 無 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 昭和薬品化工-ｱｽﾃﾗｽ製

薬
合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ製剤 0504社名変更(合併)

250PB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9809中止 9707ﾋｰﾄ変更

記載(ｶﾀｶﾅ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 紫/白 ｱﾝﾋﾟｸﾛｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止

GRP-O
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ｸﾞﾘﾍﾟﾆﾝ-O錠 ｶﾙﾌｪｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 9112中止

500mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/白 ﾍﾟﾝﾌﾞﾘﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 藤沢薬品工業 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質 91中止
ARC3 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ3mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 3mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9708ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ARE6 裸錠 白 有 ｱﾚﾘｯｸｽ6mg錠 ﾋﾟﾚﾀﾆﾄﾞ 6mg ｱﾍﾞﾝﾃｨｽﾌｧｰﾏ 利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(0005迄) 9710ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
SDF1.25 1.25mg：1.25mg 裸錠 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠1.25mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 1.25mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
1.25mg) 0301ﾋｰﾄ変更
9705ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

LDY2.5 2.5mg:2.5mg 裸錠(長円形) 白 有 ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 051216収載(商品名変更
に伴い，前:ﾀﾞｵﾆｰﾙ
2.5mg) 0302ﾋｰﾄ変更
（2.5mg追加等）

RASTINON LRW 裸錠 白 有 ﾍｷｽﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠0.5g ﾄﾙﾌﾞﾀﾐﾄﾞ 500mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 経口血糖降下剤 0512商品名変更(前:ﾍｷｽ
ﾄﾗｽﾁﾉﾝ錠) 9707ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9507ﾋｰ
ﾄ表変更

Hoechst LR 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ-R錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ､ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 15mg，0.1mg ﾍｷｽﾄ薬品工業-日本ﾍｷ
ｽﾄﾏﾘｵﾝﾙｾﾙ

降圧剤 9707中止

LA20:Hoechst LA20 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ20mg錠 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ﾍｷｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 利尿降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(9506まで)
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DLF DLF:20 DLF20 20mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更
前：ﾗｼｯｸｽ20mg錠） 02ﾋｰ
ﾄ20mg追加

DLI DLI:40 DLI40 40mg 裸錠 白 有 ﾗｼｯｸｽ錠40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 利尿降圧剤 030704収載（商品名変更
前：ﾗｼｯｸｽ錠） 0210ﾋｰﾄ
40ｍｇ追加

HC198 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾞﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9702まで) 900420
収載

HC180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/鮮赤紫透
明

ｵﾙﾁﾞｽSR150 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 150mg 北陸製薬 pH作働型鎮痛･消炎剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9610ﾋｰﾄ
裏変更

HC186 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ50 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9804ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HC187 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｵﾙﾁﾞｽ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 北陸製薬 抗炎症鎮痛解熱剤 旧ﾋｰﾄ(0205迄) 9703ﾋｰﾄ
表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HC 197:200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg 塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 北陸製薬 新ｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 951201
収載

HC 745 糖衣錠 白 無 ﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾝ錠 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg 北陸製薬 鎮痙剤
追加)

HC 803 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg 塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 北陸製薬 消化管運動賦活剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで) 950825
収載

裸錠 白 有 ﾊﾛｼﾞｬｽﾄ ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 堀田薬品合成 精神障害治療剤 99中止
裸錠 白 有 ﾊﾛｼﾞｬｽﾄ1.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 堀田薬品合成 精神障害治療剤 99中止

HT2U 裸錠 白 有 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ錠90｢ﾎﾘﾀ｣ 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 堀田薬品合成 消炎酵素剤 9601中止
E 94 裸錠 白 無 ｴｱﾛﾊﾟｯｸｽ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg ﾐﾄﾞﾘ十字 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 9606中止 9502本体刻印

本体のEは逆三角形の中
にE

GC:44 GC440:GC440 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ錠-ﾖｼﾄﾐ 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 125mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 不整脈治療剤 9908中止 9804商品名変

GC:60 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 NAPP錠 ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ二ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg ﾐﾄﾞﾘ十字 肝機能改善剤 9610中止
GC:75 GC750 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾍﾞﾀﾍﾟﾝﾃﾝ錠-ﾖｼﾄﾐ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 11mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 非麻薬性鎮咳剤 9908中止 9901ﾋｰﾄ表記

号削除(GC750)，商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

GC860 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾎﾟﾘﾗｸﾄﾝ-ﾖｼﾄﾐ 乳酸菌含有ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ末 400mg 吉富製薬 抗生物質耐性乳酸菌製
剤

9808中止 9801ﾋｰﾄ表記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

GC4470 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/淡青 ﾌｪﾙﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸第一鉄 305mg ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ･吉富薬品 鉄欠乏性貧血治療剤 旧ﾋｰﾄ(0009まで) 9802ﾋｰ
ﾄ表記号削除，表裏商品
名記載

GC:F8 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾘｺｼｰﾄﾞ錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ剤 9906中止
GC:H3 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｺﾘﾀｰﾄ錠 塩酸ﾉﾙﾌｪﾈﾌﾘﾝ 5mg ﾐﾄﾞﾘ十字 低血圧症治療剤 9708中止
GCH4 GC4740:GC 4740 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ･ｶﾌﾟｾﾙ-ﾖｼﾄﾐ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg ｴｲﾊﾟﾑ 脳血流促進剤 9904中止 9804商品名変

除)
GC:J3 GC4930:GC4930 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾄﾞﾘｱﾐﾝ錠 ﾁｱﾐﾝ･ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾛﾌｨﾘ

ﾝ錯化合物
5mg 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ･吉富薬品 胃潰瘍治療剤 0203中止 98ﾋｰﾄ表変更

緑)
GC K7 GC5070 裸錠 薄橙 有 ﾄﾗﾒﾄｰﾙ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 吉富製薬･ｴｲﾊﾟﾑ 降圧利尿剤 9906中止 9806ﾋｰﾄ表記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

GC5270:GC5270 耳:GC
M7 50mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠50 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤 0012中止 9901ﾋｰﾄ変更

GC5280:GC5280 耳:GC
M8 100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙﾅｺｰﾙ錠100 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-ｳｪﾙﾌｧｲﾄﾞ､吉
富薬品

抗悪性腫瘍剤
削除)

Y CA:5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠5mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 5mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
Y CA:10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠10mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 10mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
Y CA:20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤褐 有 ｺﾅﾝ錠20mg 塩酸ｷﾅﾌﾟﾘﾙ 20mg 吉富製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 組織ACE阻害型降圧剤 9803中止 950825収載
SW 398 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT200 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 200mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加
SW 399 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT100 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 100mg 沢井製薬-ﾐﾄﾞﾘ十字 精神神経用剤 9307中止 8710本体追加

161 / 191 ページ



SW 410 GC5533 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾞﾀﾏｯｸT50 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 沢井製薬-ｴｲﾊﾟﾑ，吉富
製薬

抗潰瘍･精神神経用剤 0004中止 9805ﾋｰﾄ表変

GC5540：CG5540 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

微黄透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ1 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 98ﾋｰﾄ変

GC5550:GC5550 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

淡黄褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 98ﾋｰﾄ変

GC5560:GC5560 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

褐透明 ﾃﾞｨｰｱﾙﾌｧｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 沢井製薬-三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ﾋｰﾄ（0304迄） 98ﾋｰﾄ変

裸錠 白～淡灰白 無 ﾐﾔBM錠 宮入菌末 20mg ﾐﾔﾘｻﾝ製薬 整腸剤(酪酸菌製剤) 0607社名変更 0001ﾋｰﾄ
商品名記載

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬-明治製

菓
持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

MS P08 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 9608変更
(SP->PTP)

MS A01 裸錠 白 有 ｱﾎﾟﾗﾐﾝ舌下錠 ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 1mg 明治製菓 脳･末梢循環障害改善剤 9212中止
MS X-01  MS X-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 明橙/明橙 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合ｶﾌﾟｾﾙ 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞｶﾌﾟｾ
MS K-01  MS K-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢明

治｣
一硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 250mg 明治製菓 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質

製剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ明治)

MS C01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗｽﾄ錠 ﾘﾝｺﾞ酸ｸﾚﾎﾞﾌﾟﾘﾄﾞ 0.68mg 明治製菓 胃粘膜血流改善を为作
用とする胃潰瘍治療剤

0912中止

MK 01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaSR錠37.5mg
｢MEEK｣

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 小林化工-明治製菓 持続性鎮痛･抗炎症剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSR錠MEEK) 小林化工
とﾋｰﾄ異なる

MS N01
単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠50万単位｢明
治｣

ﾅｲｽﾀﾁﾝ 50万単位 明治製菓 ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物
質製剤

081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾅｲｽﾀﾁﾝ錠明
治)

MS M-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒｿﾞﾘﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 明治製菓 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

9202中止

MS R01 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
MS W-01 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 125mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9012中止
MS X02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾﾗｰｾﾞ配合錠 明治製菓 消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｸｾﾗｰｾﾞ錠)
MS E02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｴﾝｶﾌﾟﾗP錠 明治製菓 血圧降下剤 9209中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾆｺﾗｰｾﾞ ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 沢井製薬-明治製菓 消炎酵素製剤 9611中止
MS P-02  MS P-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾ
MS T-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/薄黄 ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞ､ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ 10mg，50mg 明治製菓 消炎酵素製剤 0006中止

裸錠 白 有 ﾍﾞﾍﾞﾛﾝ 塩酸ﾄﾘﾒﾄｷﾉｰﾙ 4mg 沢井製薬-明治製菓 気管支拡張剤 9611中止
MS F-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
MS R02 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺｸﾘﾝ100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 循環機能改善剤 9611中止
MS W-02 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 9212中止
MS A03 裸錠 白～微黄白 無 ｱﾎﾟﾃﾞｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾘｽﾘﾄﾞ 0.025mg 明治製菓 脳神経伝達機能調整剤 9909中止
MS P-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/薄黄 ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 500mg 明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質

製剤
9212中止

軟ｶﾌﾟｾﾙ 帯黄 ﾋﾞﾀﾐﾝEｶﾌﾟｾﾙ明治 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg 明治製菓 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 9802中止
MS F-03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾎｽﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製 9101中止
MS R03 裸錠 白 無 ﾘﾌｧﾀｯｸL錠20mg 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 持続型虚血性心疾患治

療剤
1103中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾘﾌｧ
ﾀｯｸL錠) 徐放製剤

MS P-04  MS P-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合ｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾ

MS M-04 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 100mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 9806中止
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K 11 裸錠 薄桃 有 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ錠5MEEK ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 小林化工-明治製菓 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ｺｰﾄﾞ(1005迄) 000707
収載 小林化工とﾋｰﾄ異な

MS P-05 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/橙 ﾋﾞｸｼﾘﾝSｶﾌﾟｾﾙ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

250mg，
250mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

9202中止

MS F05 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗｷｻｰﾄ 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 頻尿治療剤 9012中止
MS M-05  MS M-05

200mg
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡紅 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止 081219収載(商

品名変更に伴い，前:ﾒﾃﾞ
ﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ)

M･S･ TROCHE・ ﾄﾛｰﾁ 青 SPﾄﾛｰﾁ0.25mg｢明治｣ 塩化ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ(外) 0.25mg 明治製菓 口腔用剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:SPﾄﾛｰﾁ明治)
明治の複合ﾄﾛｰﾁ明治(中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

MS C-06  MS C-06
250mg

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/白 ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
明治｣

ｻｲｸﾛｾﾘﾝ 250mg 明治製菓 抗結核性抗生物質製剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ｻｲｸﾛｾﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ明治)

MS M-06 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9212中止

MS P07 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合錠 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ､ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ

125mg，
125mg

明治製菓 複合ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
製剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾋﾞｸｼﾘﾝS錠)
割線に見える模様あり

MS F07
250mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠250 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 250mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり

MS M-07 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青緑透明/無
透明

ﾏﾄﾞﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ500 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 明治製菓 ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 9004中止

MS P08
20万単位

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｼﾝｾﾍﾟﾝ錠 ﾌｪﾈﾁｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 20万単位 明治製菓 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤 0705頃中止

MS T08
100mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠100mg ｴﾁｵﾅﾐﾄﾞ 100mg 明治製菓 結核化学療法剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠)

MS F08
500mg

裸錠 白 無 ﾎｽﾐｼﾝ錠500 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 明治製菓 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

割線に見える模様あり

MS C-13 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

MS C-14 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄ﾍﾞｰｼﾞｭ/薄
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｹﾓｻｲｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 100mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9611中止

MS M14
200mg

裸錠 薄橙 有 ﾐｵｶﾏｲｼﾝ錠200 酢酸ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 200mg 明治製菓 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 1103中止

MS P17 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾟﾅﾒﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 虚血性心疾患･脳血管障
害改善剤

9611中止

MS P18 裸錠 白 無 ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ 10mg（ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝとして）

ﾒﾃﾞｨｻ新薬-明治製菓 抗乳癌剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌｪﾉﾙﾙﾝ錠)

MS M18 裸錠 白 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠1mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg 明治製菓 持続性心身安定剤 0610割線模様追加
MS M19 裸錠 薄橙 無 ﾒｲﾗｯｸｽ錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 2mg 明治製菓 持続性心身安定剤 割線模様あり
MS M20

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾒｲｱｸﾄ錠100 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg 明治製菓 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

0608中止，ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg販売に伴い

MS 25
25mg

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠25 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 25mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

0101ﾋｰﾄ表商品名記載，

MS 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠50 ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 50mg 明治製菓 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み
阻害剤(SSRI)

MK 03 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 200mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載
MK 05 裸錠 白 有 ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠400 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg 小林化工-明治製菓 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 000707収載

MO207 軟ｶﾌﾟｾﾙ(形状:
長円形)

淡黄透明 ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 持田製薬 EPA製剤(閉塞性動脈硬
化症，高脂血症治療剤)

0602大日本住友製薬中
止

4 H 4H 裸錠 淡赤褐 有 ｴｽﾀﾘｯｸ0.5mg 塩酸ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ・持田製薬

作用持続型血圧降下剤
9807ﾋｰﾄ裏変更(4H削
除)，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MO 25A MO25A 糖衣錠 青 無 ﾊﾟﾙﾀﾝM錠0.125mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾟﾙﾀﾝM錠)

MO 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾃﾞﾚﾙ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 50mg 持田製薬 流早産防止･鎮痙剤 9409中止
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MO 110 MO110 裸錠 微黄白 無 ｸﾞﾗﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50 ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 持田製薬 自律神経調整剤 9903ﾋｰﾄ裏記号(GDX)削
除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

MO 130 MO130 1mg：1mg 裸錠 白 無 ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠1mg ﾏﾚｲﾝ酸ｾﾁﾌﾟﾁﾘﾝ 1mg 持田製薬 四環系抗うつ剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠)

MO 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚﾘｿﾞﾝ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 持田製薬 静穏筋弛緩剤 9511中止
MO182 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/白 ﾚﾘｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 持田製薬 静穏筋弛緩剤 9511中止
MO200 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
MO201 裸錠 白 無 ｳﾚｯｸｽ40mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 持田製薬 降圧利尿剤 9703中止
MO202 MO202 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠100γ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MO203:ε MO203 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MO204 MO204 腟錠(楕円形) 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ(外) 0.5mg 持田製薬 ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｴｽﾄﾘｰﾙ腟錠)
MO206 MO206 裸錠 白 無 ｴｽﾄﾘｰﾙ錠0.5mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 0.5mg 持田製薬 卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤 9706ﾋｰﾄ裏記号削除，表

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
MO 231 MO231 裸錠 微黄白 有 ﾃﾞｿﾊﾟﾝ錠60mg ﾄﾘﾛｽﾀﾝ 60mg 持田製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ合成阻害

剤
081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾃﾞｿﾊﾟﾝ錠)

MO 232:10 MO232 裸錠 白 無 ﾃｽﾁﾉﾝ錠10mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 10mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO 233:25 MO233 裸錠(形状:長
円形)

白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 25mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO 234:50 MO234 裸錠(形状:長
円形)

白 有 ﾃｽﾁﾉﾝ錠50mg ﾒﾁﾙﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 50mg 持田製薬 男性ﾎﾙﾓﾝ剤 9803中止 9802ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO251 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡桃 ﾍﾞﾅﾗ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 持田製薬 脳･末梢血流改善剤 9311中止
MO 257 裸錠 黄 有 ﾋﾞｵﾚｲﾝ錠10 ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 持田製薬 代謝性強心剤 9511中止
MO 260 糖衣錠 茶 無 ｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝMﾓﾁﾀﾞ ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 持田製薬 子宮収縮止血剤 9411中止(商品名変更の

為)
MO261 MO261 裸錠 白 無 ﾒｻﾉﾛﾝ錠 ﾒｽﾀﾉﾛﾝ 10mg 持田製薬 蛋白同化ﾎﾙﾓﾝ剤 0707中止 9802ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

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

MO 282 MO282:ROM1.25 MO282 糖衣錠 白 無 ﾛﾒﾀﾞ1.25mg 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 1.25mg 持田製薬 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ製剤 9209中止

MO 283 MO283 糖衣錠 淡青 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠50mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 持田製薬 循環機能改善剤 070615収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠)

MO 284 MO284 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠100mg ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 持田製薬 循環機能改善剤 9707ﾋｰﾄ裏記号削除，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

MO 311 MO311 糖衣錠 緑 無 ｷﾓﾀﾌﾞ配合錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ､結晶ﾄﾘﾌﾟｼﾝ 50mg，1mg 持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞ錠)

MO 312 糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾀﾁﾝ錠50mg ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 持田製薬 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9511中止
MO 316 MO316 糖衣錠 白 無 ｷﾓﾀﾌﾞS錠4万単位 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 40000ﾌﾞﾛﾒﾗｲ

ﾝ単位
持田製薬 炎症緩解用酵素製剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ｷﾓﾀﾌﾞS4万単
位)

MO350 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠10mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

10mg 持田製薬 止血剤 9509中止

MO351 裸錠 橙黄 無 ﾌﾞﾛｯｹﾙ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ

30mg 持田製薬 止血剤 9509中止

MO430 MO430 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/橙 ﾁﾄﾚｽﾄ ﾁﾄｸﾛｰﾑC 10mg 持田製薬 組織呼吸賦活剤 0811中止
MO 450:5 MO450 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠5mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 5mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記

号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)
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MO 451:10 MO451 裸錠 白 有 ﾋｽﾏﾅｰﾙ錠10mg ｱｽﾃﾐｿﾞｰﾙ 10mg 持田製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9910中止 9708ﾋｰﾄ裏記
号削除，表裏商品名記載
(ｶﾀｶﾅ)

MO603 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｵｷｾﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 250mg 持田製薬 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質 9511中止
MO604 MO604 裸錠 白 無 ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ錠400mg ｲﾉｼﾝﾌﾟﾗﾉﾍﾞｸｽ 400mg 持田製薬 亜急性硬化性全脳炎

(SSPE)治療薬
080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ錠)

MO620 F 腟錠 白 無 腟用新ﾌﾗﾝｾｴﾌF錠 20mg 持田製薬 硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ腟錠 9108中止
裸錠 白 有 ﾎﾟﾘﾚｸﾞﾛﾝ錠 ﾎﾟﾘﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg 山之内製薬 降圧利尿剤 9602中止

RPR 202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 無 ﾘﾙﾃｯｸ錠50 ﾘﾙｿﾞｰﾙ 50mg ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 筋萎縮性側索硬化症用
剤 990219収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾙﾊﾞﾒﾁﾝ ﾒﾄｶﾙﾊﾞﾓｰﾙ 250mg 宇治製薬 骨格筋弛緩剤 9809中止
裸錠 白 有 ｶﾙﾐﾗｰﾙ錠 ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 250mg 宇治製薬 骨格筋弛緩剤 0306中止 900713収載
裸錠 白 無 ﾛｲﾏﾋﾟﾘﾝS錠 宇治製薬 解熱鎮痛剤 0104中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾞｳﾃﾘﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 宇治製薬 消炎鎮痛剤 9810中止
糖衣錠 赤 無 ｶﾙﾐｵｼﾞﾝ ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 宇治製薬-共和薬品工業 血管拡張剤 04頃中止 0307販売移管

（前：宇治製薬の営業権
取得）

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ錠｢ｳｼﾞ｣ ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 宇治製薬 脳循環代謝改善剤 9903中止 920710収載
糖衣錠 白 無 ﾍﾞｽﾄﾏｰｹﾞ錠 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 宇治製薬 精神神経用剤 0104中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾎﾞﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 宇治製薬 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
0001中止 940708収載

裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾊﾟﾃﾞﾘﾝ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 宇治製薬-共和薬品工業 高脂血症治療剤 0309中止
OH GT 裸錠 白 無 ｻﾝﾗｲﾄ錠 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大原薬品工業 血管拡張剤 9703中止

糖衣錠 赤 無 ﾌｧｽﾀｰ錠12.5 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 12.5mg 大原薬品工業 冠血管拡張剤 9511中止
糖衣錠 赤 無 ﾌｧｽﾀｰ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大原薬品工業 冠血管拡張剤 9511中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾘｽﾞﾅｰ錠30 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 30mg 大原薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9403中止

OH 51:0.5 OH-51 0.5mg:0.5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌﾟｾｰﾌ錠0.5mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg 大原薬品工業 精神安定剤 920710収載
OH 52:1 1:OH-52 1mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾌﾟｾｰﾌ錠1mg ｴﾁｿﾞﾗﾑ 1mg 大原薬品工業 精神安定剤 920710収載
OH 53 OH-53 50mg 裸錠 微黄白 無 ﾄﾌｨｰﾙ錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ 50mg 大原薬品工業 自律神経調整剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾌｨｰﾙ錠)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾘｽﾞﾅｰ錠60 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 60mg 大原薬品工業 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ製剤 9803中止

OH-71 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌｵﾛｴｰｽ錠 ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 97中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ錠｢ﾎｸｴ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0003中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/淡黄 ｹﾄｽﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 25mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 0003中止

OH 106 裸錠 白 有 ﾅﾙｾｰﾌ錠 ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg 大原薬品工業 鎮痛消炎剤 0003中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾋﾟﾛ錠 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 大原薬品工業 消炎鎮痛剤 9904中止

OH-110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾛｽｯﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大原薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9703中止 900713収載
OH 113 100:OH-113 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｴｰｽ錠100 ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 100mg 大原薬品工業 非酸性消炎鎮痛剤 920710収載
OH 114 OH-114 200:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾋﾟｴｰｽ錠200 ｴﾓﾙﾌｧｿﾞﾝ 200mg 大原薬品工業 非酸性消炎鎮痛剤 920710収載
OH 115

115
裸錠 白 有 ｸﾞｯｾﾘﾝ錠 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大原薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 9803中止 940708収載

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

OH-131  OH-131 OH-131 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100｢ｵｰﾊ
ﾗ｣

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤，ｹ
ﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕治療剤

0706商品名変更(前:ﾄﾗﾆ
ﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙOH) 0111ﾋｰﾄ
表100mg追加，裏商品名
記載

OH 135 TU1:OH-135 1mg 裸錠 白 有 ﾂﾛﾌﾞﾘﾝ錠 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg 大原薬品工業 閉塞性気道疾患用剤 旧ﾋｰﾄ(04頃迄) 940708収
載

糖衣錠 白 無 ﾃﾝﾛｰﾙ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大原薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 9506中止 940708収載
EC 30 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾄﾝ錠30 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 30mg 大原薬品工業 血圧降下剤 9510中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼﾛｼｽﾋﾟﾝ錠 ｼﾛｼﾝｺﾞﾋﾟﾝ 1mg 大原薬品工業 血圧降下剤 0003中止
OH-157 10mg:10mg 糖衣錠 淡橙 無 ｱﾛﾁﾉﾙ錠 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大原薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤 本態性振戦治療
0712中止 940708収載

OH-158 OH-158 50mg:50 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒｷﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 940708収載

OH-159 OH-159 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒｷﾗﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大原薬品工業 不整脈治療剤 0109ﾋｰﾄ変更，裏記号削
除，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｼﾝﾅｶﾌﾟｾﾙ50 ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 50mg 大原薬品工業 脳血流促進剤 9403中止
軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄橙 ﾄｺﾌﾟﾗｽSｶﾌﾟｾﾙ ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg 大原薬品工業 微小循環系賦活剤 9403中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾗｾﾞｾｰﾌ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大原薬品工業 虚血性心疾患･脳血管障

害治療剤
9403中止 900713収載

OH-163 50mg 糖衣錠 白 無 ｽﾓﾅｰｽ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大原薬品工業 筋緊張･循環改善剤 0712中止 0111ﾋｰﾄ変更
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
920710収載

OH 170 裸錠 白 無 ｸﾚｱﾐﾙ錠 ﾋﾟﾘｼﾞﾉｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ 250mg 大原薬品工業 循環機能改善剤 9403中止
糖衣錠 白 無 ｼｰﾘﾝｶﾞｰ錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 100mg 大原薬品工業 微小循環改善剤 9904中止

OH-173 20：20mg 糖衣錠 白 無 ﾆｶﾙﾝ錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大原薬品工業－ﾃｲｺｸﾒ
ﾃﾞｨｯｸｽ

Ca拮抗剤 0709中止 0310ﾋｰﾄ変更
900713収載

OH-180 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｾﾄﾏｰｶﾌﾟｾﾙ ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800ｴﾗｽﾀｰ
ｾﾞ単位

大原薬品工業 脂質代謝改善剤 9703中止

OH 181 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾊｰﾛﾝｸﾞ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大原薬品工業 高脂質血症治療剤 0003中止 920710収載
OH 210 裸錠 白 無 ｾﾗﾃｰﾄ錠30 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 30mg 大原薬品工業 消炎酵素剤 9403中止
OH 211 裸錠 白 無 ｾﾗﾃｰﾄ錠90 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 90mg 大原薬品工業 消炎酵素剤 9403中止
OH 234

100mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄﾛｷｼﾝ錠 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大原薬品工業 胃炎･胃潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄ(0109迄) 9705ﾋｰﾄ

裏変更 940708収載
NA250 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠250 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9403中止

OH 261 OH-261 5mg:5mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾄﾒﾘﾝ錠5mg 塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 5mg 大原薬品工業 切迫流･早産治療剤 0909商品名変更(前:ﾘﾄﾒﾘ
ﾝ錠)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄透明/黄 ｾｰﾌﾘｰNｶﾌﾟｾﾙ 大原薬品工業 健胃消化剤 91中止
OH 263 OH-263 100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾗｲｼｰ錠100mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大原薬品工業 消化管運動調律剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾄﾗｲｼｰ錠)
FH ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｾｰﾌ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大原薬品工業 頻尿治療剤 9403中止 900713収載
NA500 裸錠(ｷｬﾌﾟﾚｯﾄ

型)
灰褐 有 ｳﾛｸｰﾙ錠500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大原薬品工業 合成抗菌剤 9510中止

OH-601 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾘﾋﾞｯｸ錠 ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 585mg 大原薬品工業 ｶﾘｳﾑ補給剤 0003中止 900713収載
DG 7:☆ORGANON DG7:1mg 裸錠 白 有 ｵﾊﾞﾎﾟｰｽﾞ錠1mg ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) ｴｽﾄﾘｵｰﾙ製剤 0409中止 9701ﾋｰﾄ裏変

更(DG7削除)，商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

HK 1:☆ORGANON HK1:100mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 100mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

ZT 1:☆ORGANON ZT1: 50mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg MSD-第一三共 不整脈･狭心症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

HR 5:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾛ･ﾘﾝﾃﾞｵｰﾙ ﾘﾈｽﾄﾚﾉｰﾙ､ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ 1.6mg，
0.048mg

日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ 内服用黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ
複合剤

0611頃中止 0504販売元
変更(前：三共)

SB 3:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｵﾙｶﾞﾎﾞﾘﾝ錠2 ｴﾁﾙﾅﾝﾄﾞﾛｰﾙ 2mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤 9303中止
GK 4:☆ORGANON 裸錠 白 有 ｹﾞｽﾀﾉﾝ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 5mg 三共(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ提携) 経口黄体ﾎﾙﾓﾝ剤 9609中止
CT 4:☆ORGANON CT4:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠10mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 10mg MSD-第一三共 四環系抗うつ剤 1010製造販売元社名変

更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

CT 7:Organon ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 有 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠30mg 塩酸ﾐｱﾝｾﾘﾝ 30mg 日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ-三共 四環系抗うつ剤 旧ﾋｰﾄ(0110迄) 0104製造
元変更 9709ﾋｰﾄ裏変更

GK 7:☆ORGANON 裸錠 白 無 ﾊﾟｰｾﾘﾝ錠25mg ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg MSD 前立腺肥大症治療剤 1010製造販売元社名変
更(統合に伴い，前:ｼｪﾘﾝ
ｸﾞﾌﾟﾗｳ)

糖衣錠 薄紫 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg ｻﾝﾄﾞ薬品 片頭痛治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9403まで) 色変更

HP 二重錠 白 無 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ-R ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性高血圧治療剤
除)

SANDOZ:ZD 裸錠 白 無 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠1mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

0003中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9110変
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SANDOZ:L B LB:LB 裸錠 白 有 ｶﾙﾋﾞｽｹﾝ錠5mg ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ｱｽﾞｳｪﾙ 高血圧･狭心症･頻脈治
療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0312頃迄) 0304
販売元変更（前：ﾉﾊﾞﾙﾃｨ
ｽﾌｧｰﾏ） 0301ﾋｰﾄｻﾝﾄﾞﾛｺﾞ

名記載(ｶﾀｶﾅ) 9110変更

CS CS 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾞｼﾞﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｻﾞｼﾞﾃﾝ) 0208

SANDOZ:B V 裸錠 白～微黄白 有 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ｻﾝﾄﾞ薬品-三共 脳循環･代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9112まで)
SANDOZ:V U 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝｻﾝﾄﾞ ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg 武州製薬-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 強心配糖体製剤 旧ﾋｰﾄ（0303迄） 本体や

品名も05迄に変更(ｼﾞｺﾞｷ
ｼﾝ錠0.25mg「AFP」へ)

SANDOZ:OL 裸錠 白 無 ｼﾞﾋﾃﾞﾙｺﾞｯﾄ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

起立性低血圧･血管性頭
痛用剤

旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 00製造
元変更 9712ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:G O 裸錠 白 有 ｾｼﾞﾗﾆﾄﾞ錠 ﾗﾅﾄｼﾄﾞC 0.25mg ｻﾝﾄﾞ薬品 強心配糖体製剤
除)

SANDOZ:O T 1mg：1mg OT 裸錠 白 有 ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg（ｸﾚﾏｽﾁ
ﾝとして）

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(0802迄) 03頃ﾋｰﾄ

OT削除 9710ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9010変更

B H 裸錠 白～微黄白 有 ﾃﾙﾈﾘﾝ錠1mg 塩酸ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ 1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄ（0211迄） 9712ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:YT 糖衣錠 橙黄 無 ﾄﾚｽﾃﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾁｴﾁﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ 6.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 制吐･抗めまい剤
除)

H O 裸錠 淡紅 有 ﾉﾙﾒﾗﾝ2.5mg ﾒﾄﾗｿﾞﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 非ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 9905中止 9711ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 9010変

2.5mg：XC 裸錠(ｶﾗﾃ錠) 白 有 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ2.5mg ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 持続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動薬 旧本体ｺｰﾄﾞ(0702迄)

9710ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

SANDOZ:H G 裸錠 白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

2mg 日本ﾁﾊﾞｶｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

循環改善剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

HYDERGINE 裸錠(十字割
線)

白 有 ﾋﾃﾞﾙｷﾞﾝ舌下錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ
ﾝ

1mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

循環改善剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9710ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:FIORINAL 裸錠 白 無 ﾌｨｵﾘﾅｰﾙ ｻﾝﾄﾞ薬品 鎮痛剤
除)

糖衣錠 帯黄暗赤 無 ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

武州製薬-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 緩下剤 旧ﾋｰﾄ(0006迄) 9711ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:YZ 糖衣錠 淡黄赤 無 ﾍﾞﾚﾙｶﾞﾙ 三共-ｻﾝﾄﾞ薬品 自律神経整調剤 9312中止
糖衣錠 茶 無 ﾒﾃﾙｷﾞﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

ﾌｧｰﾏ
子宮収縮止血剤 旧ﾋｰﾄ（03頃迄） 9712ﾋｰﾄ

裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SANDOZ:FS FS 10mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ10 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 10mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

削除)
SANDOZ GQ GQ 25mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ25 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 25mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0304ﾋｰﾄ変更

削除)
SANDOZ AD AD 50mg 糖衣錠 白 無 ﾒﾚﾘﾙ50 塩酸ﾁｵﾘﾀﾞｼﾞﾝ 50mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ 精神安定剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更

削除)
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4 H 4H 裸錠 淡赤褐 有 ｴｽﾀﾘｯｸ0.5mg 塩酸ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 0.5mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ・持田製薬

作用持続型血圧降下剤
9807ﾋｰﾄ裏変更(4H削
除)，商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 白 無 ｶﾌｪﾙｺﾞｯﾄ 酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ，無水
ｶﾌｪｲﾝ

1mg，100mg 日本ﾁﾊﾞｶﾞｲｷﾞｰ-ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
ﾌｧｰﾏ

片頭痛治療剤 旧ﾋｰﾄ（0307迄） 9709ﾋｰﾄ
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
9403ｺｰﾄﾞ，色変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾌﾞﾛﾐﾝ ﾌﾏﾙ酸ﾌﾞﾛﾋﾞﾝｶﾐﾝ 20mg ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ-三共 脳循環･代謝改善剤 9903中止 9710ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg（ﾌｪﾉﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝとして）

山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0403中止 0302ﾋｰﾄ変更，
裏商品名記載（ｶﾀｶﾅ）

ｱｼﾉﾝ150 ZP3144 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

ｱｼﾉﾝ75 ZP3143 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白
(緑ﾗｲﾝ)

ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 75mg ｾﾞﾘｱ新薬工業 H2受容体拮抗剤 0803中止 0511本体品名

裸錠(楕円形) 白又は微黄
帯白

有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠250mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 250mg 塩野義製薬 血糖降下剤 99ﾋｰﾄ変更，表裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(楕円形) 白 有 ｼﾞﾒﾘﾝ錠500mg ｱｾﾄﾍｷｻﾐﾄﾞ 500mg 塩野義製薬 血糖降下剤 030704収載（商品名変更
前：ｼﾞﾒﾘﾝ錠） 0006ﾋｰﾄ変
更，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

裸錠 白 無 ｱｲﾛｿﾞﾝ錠 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 100mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0004中止 9812ﾋｰﾄ変更
(ｺｰﾄﾞ再記載)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤白/微黄
白

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 20mg(ﾃﾞｭﾛｷ
ｾﾁﾝとして)

塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄白/微黄
白

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg 塩酸ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ 30mg(ﾃﾞｭﾛｷ
ｾﾁﾝとして)

塩野義製薬・日本ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤

100416収載

KX500 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 有 ｹﾌﾚｯｸｽ錠 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9312中止
IS200 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/黄白 ｱｲﾛｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴｽﾄﾚｰﾄ 200mg 塩野義製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 9306中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 帯灰緑/白 ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

旧ｺｰﾄﾞ(0910迄) 070615
収載(商品名変更に伴
い，前:ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 200mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ﾋｰﾄ（0302迄） 9708ﾋｰﾄ
裏変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

白 無 ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠300mg ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾙｼｳﾑ 300mg 山之内製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 9604中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg ｼﾉｷｻｼﾝ 200mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 0004中止 99ﾋｰﾄ変更，表
裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

CBT400 硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/白 ｼﾉﾊﾞｸﾄｶﾌﾟｾﾙ400mg ｼﾉｷｻｼﾝ 400mg 塩野義製薬 尿路感染症用抗菌剤 9403中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/青 L-ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧｸﾛﾙ 187.5mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9804中止 98ﾋｰﾄ記号削

除，表裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0907迄)

KR500 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ500mg ｾﾌｧｸﾛﾙ 500mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9306中止
L-KX250 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 L-ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg 塩野義製薬 ｾﾌｪﾑ系抗生物質 9207中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 橙/橙 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ5mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 5mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 10mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 25mg(ｱﾄﾓｷｾ
ﾁﾝとして)

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 注意欠陥/多動性障害治
療剤(選択的ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ
再取り込み阻害剤)

090619収載

μ g 裸錠(長方形) 薄黄 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠50μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1104迄) 1004販
売元変更(前:日本ｲｰﾗｲﾘ

μ g 裸錠(長方形) 薄緑 無 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠250μ g ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 250μ g(ﾍﾟﾙｺﾞ
ﾘﾄﾞとして)

協和発酵ｷﾘﾝ ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝD1､D2作動性ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(1103迄) 1004販
売元変更(前:日本ｲｰﾗｲﾘ
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｱｰﾙｴｽ ｼｸﾗﾝﾃﾞﾚｰﾄ 100mg 全星薬品工業 脳･四肢末梢血行改善剤 9103中止
糖衣錠 白 無 ｱｷﾖｼﾝ錠100 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 全星薬品工業 解毒剤 9203中止

ZE 32 裸錠 白 有 ｱﾑｾﾞﾝﾄ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 全星薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0806ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠
30mg｢ZE｣に変更)，旧ﾋｰ
ﾄｺｰﾄﾞ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾑﾃﾈﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 全星薬品工業 持続性抗炎症鎮痛剤 0104中止 900713収載
糖衣錠 青緑 無 ｱﾒﾗﾝﾄ 全星薬品工業 消炎酵素製剤 9212中止
糖衣錠 黄緑 無 ｱﾙｽｺｯﾄ 塩酸ﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞﾐﾝ 25mg 全星薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9203中止
裸錠 肌色 無 ｱﾚﾐﾀﾙ錠 ｸﾛﾙﾒｻﾞﾉﾝ 100mg 全星薬品工業 骨格筋弛緩剤 9610中止

ZE 07 EC10 ZE07:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 0305ﾋｰﾄ変更 980710収
ZE 06 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｴｶﾃﾘｼﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤 980710収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｴﾋﾞｷﾈﾝ 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 100mg 全星薬品工業 消炎鎮痛剤 9201中止
CMK 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄 ｶｰﾏｯｸTPｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 全星薬品工業 徐放性降圧剤 0303中止

裸錠 白 無 ｶｼﾑﾃﾝ1 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 1mg 全星薬品工業 高血圧･不整脈用剤 0102中止
裸錠 白 有 ｶｼﾑﾃﾝ5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業 高血圧･不整脈用剤 中止

CASR:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｼﾑﾃﾝR錠 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 20mg 全星薬品工業 持効性高血圧治療剤 0512中止 0306ﾋｰﾄ変更
000707再収載(96薬価削
除)

CCLA:25単位 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白(橙ﾊﾞﾝ
ﾄﾞ)

ｶｾﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ25 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位 全星薬品工業-全星薬品 循環障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZE 08 CCL50 ZE08:50単位 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｾﾙﾐﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 全星薬品工業 循環障害治療剤 0301ﾋｰﾄ変更 010907収
載(規格表示変更)

硬ｶﾌﾟｾﾙ えんじ/無透 ｶﾉﾗﾌﾐﾝTP d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 全星薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9307中止
CMA5：5mg 糖衣錠 淡青 無 ｶﾏﾘﾈｽ5 ﾒﾀﾞｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 全星薬品工業-全星薬品 精神神経用剤 0706中止 0302ﾋｰﾄ変更

KATP KATP:20mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青透明/透明 ｶﾘｱﾝﾄTPｶﾌﾟｾﾙ 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 全星薬品工業･ﾒﾙｸ製薬 徐放性虚血性心疾患治
療剤

旧品名(061208迄)，商品
名変更に伴い(新:ｶﾘｱﾝﾄ
SRｶﾌﾟｾﾙ20mg)，旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0607販売会社社名
変更(前:ﾒﾙｸﾎｴｲ) 0212

KAL10:10mg 裸錠 白 有 ｶﾘｱﾝﾄ錠10 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 10mg 全星薬品工業 冠動脈拡張剤 0602中止 0308ﾋｰﾄ変更
0112SP→PTP，ﾋｰﾄ
KAL10追加 9910ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZE 92 CLS ZE92:200mg 裸錠 白～帯黄白 無 ｶﾙｽﾃﾉﾝ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 全星薬品工業 骨粗鬆症治療剤 旧品名(0806ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ
錠200mg｢ZE｣に変更)，旧
ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

糖衣錠 白 無 ｶﾙﾅﾀｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 全星薬品工業 徐放性鎮咳剤 0303中止 9912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
糖衣錠 白 無 ｶﾙﾅﾀｰﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 全星薬品工業 徐放性鎮咳剤 0303中止 9912ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 黒/黄 ｶﾚｼﾝ ｼﾝﾅﾘｼﾞﾝ 25mg 全星薬品工業 脳血流促進剤 9308中止
糖衣錠 赤 無 ｸﾗｯﾄ ｸﾗﾃｸﾞｽ乾燥ｴｷｽ 30mg 全星薬品工業 強心剤 9512中止

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

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

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

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

裸錠 淡桃 有 ｻﾅﾐﾛﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 全星薬品工業 降圧利尿剤 0303中止
SV-TP ZE23 ZE23 SV-TP:37.5mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｻﾋﾞｽﾐﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 全星薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名(061208迄)，商品

名変更に伴い(新:ｻﾋﾞｽﾐﾝ
SRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg），旧ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ 0307ﾋｰﾄ変更
960705収載

裸錠 白 有 ｻﾏｻﾘﾝ ﾆｺﾓｰﾙ 200mg 全星薬品工業 脂質代謝･末梢血行改善
剤

04頃中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤

04頃中止

硬ｶﾌﾟｾﾙ 暗赤/淡黄褐 ｽﾚﾏｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 全星薬品工業 膵胆道･尿路系鎮痙剤 9207中止
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裸錠 淡黄白 有 ｽﾚﾏｰﾄ錠 ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg 全星薬品工業 膵･胆道系鎮痙剤 0512中止 9901ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄 ｾﾞﾝｾｲﾋﾞﾀﾝ19 全星薬品工業 混合ﾋﾞﾀﾐﾝ製剤 9305中止
裸錠 白 有 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ5｢ｾﾞﾝｾｲ｣ ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 全星薬品工業 催眠鎮静剤 9309中止

PKT10:10mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ﾌﾟｹｯﾄｶﾌﾟｾﾙ 臭化ﾁｷｼﾞｳﾑ 10mg 全星薬品工業-全星薬品 ｷﾉﾘｼﾞｼﾞﾝ系抗ﾑｽｶﾘﾝ剤 0706中止 0210ﾋｰﾄ変更
ZE 93 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛｽｺ錠 ｱﾘﾙｴｽﾄﾚﾉｰﾙ 25mg 全星薬品工業-全星薬品 前立腺肥大症治療剤 0707中止 970711収載
VOP 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄透明 ﾎﾞﾙﾄﾐｰｶﾌﾟｾﾙ 全星薬品工業 総合消化酵素製剤 9208中止

VOT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯微灰
白

無 ﾎﾞﾙﾄﾐｰ配合錠 全星薬品工業-全星薬品 総合消化酵素製剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾎﾞﾙﾄﾐｰC錠)

ZE 51 MST:100mg 裸錠 白 無 ﾏｻﾄﾝ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 全星薬品工業-全星薬品 高尿酸血症治療剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ﾏｻﾄﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾏﾙｸﾅﾝ10 塩酸ｴｶﾗｼﾞﾝ 10mg 全星薬品工業 血圧降下剤 9203中止
Z MCR:150mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾐｺﾙﾃﾝR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg 全星薬品工業 徐放性不整脈治療剤 0604中止 0307ﾋｰﾄ変更

960705収載
RN 100:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
RN 50:Y 裸錠 白 無 ﾗﾉﾐﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg ﾀﾞｲﾄ-全星薬品 抗血小板剤 000707収載 ﾋｰﾄ表商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
ZE 64:2.5 LUK2.5 2.5 ZE64:2.5mg 裸錠 白 無 ﾙｰｸ錠2.5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 2.5mg 全星薬品工業-全星薬

品，ﾒﾙｸﾎｴｲ
選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0307ﾋｰﾄ変更 010706収

載
ZE 65 LUK5 5 ZE65:5mg 裸錠 白 有 ﾙｰｸ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 全星薬品工業-全星薬

品，ﾒﾙｸﾎｴｲ
選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 0303ﾋｰﾄ変更 010706収

載
糖衣錠 白 無 ﾛｲｽﾀｼﾞﾝ100 塩酸ﾄﾙﾍﾟﾘｿﾞﾝ 100mg 全星薬品工業 中枢性筋弛緩剤 0303中止

ERTP ZE03 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾙｶﾛﾝTPｶﾌﾟｾﾙ ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾄｷｼ 3mg 全星薬品工業 脳循環代謝改善剤 9907中止 920710収載
ZE 09 ZE09 SOM:10mg 裸錠 白 有 ｿﾙﾑﾌﾘﾝ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 全星薬品工業-全星薬品 本態性･起立性･透析時

低血圧治療剤
0911中止

ZE 01:10 CS10 ZE01:10mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠10 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 全星薬品工業 持続性Ｃa拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

0212ﾋｰﾄ変更 920710収
載

ZE 11 ZE11 SKC:100mg 裸錠 白 有 ｼｷｺｰﾙ錠 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg 全星薬品工業･高田製薬 肝･胆･消化機能改善剤 旧品名(081219ｳﾙｿﾃﾞｵｷ
ｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣に
変更)

ZE 02:20 CS20 ZE02:20mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ｶｻﾝﾐﾙS錠20 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 全星薬品工業 持続性Ca拮抗剤/高血
圧･狭心症治療剤

0302ﾋｰﾄ変更 920710収
載

ZE 21 ZE21 SAT:200mg ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾑﾅﾝﾄ錠 ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ酸 200mg 全星薬品工業-全星薬品 鎮痛･抗炎症剤 旧品名(080620ﾁｱﾌﾟﾛﾌｪﾝ
酸錠200mg｢ZE｣に変更)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ZE 31 ZE31 ZBN:15mg 裸錠 白 有 ｾﾞﾝﾌﾞﾛﾝ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 全星薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧品名(080620ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ZE｣
に変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

SHK50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ｼｷﾀﾝ 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 全星薬品工業-全星薬品 精神活動改善･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群治療剤，抗A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

旧品名(0806ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩
酸塩錠50mg｢ZE」に変
更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾌﾞｽﾀﾝR錠 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大興製薬 持続性脳微小循環改善 9904中止 970711収載
裸錠 白 無 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管ｶﾞｽ駆除剤 0712中止
裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ錠｢ﾀﾞ

ｲｺｰ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 0609中止 9009変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ﾒｿﾞｶﾙN錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大興製薬 循環機能改善剤 9904中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾛｲｱﾝC錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大興製薬 H2受容体拮抗剤 0609中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾍﾞﾀｰﾙ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大興製薬 抗血小板剤 中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ｼﾈﾊﾟｼﾞﾄﾞ 200mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 中止 900713収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾆﾛｽﾄ錠 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大興製薬 高血圧･狭心症･不整脈

治療剤
0001中止 920710収載

糖衣錠 白 無 ﾘﾍﾟｲﾝ錠 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大興製薬 筋緊張循環改善剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡紅 無 ﾗﾈﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｯﾃﾙﾝ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大興製薬 心臓選択性β 遮断剤 01頃中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾅﾙﾋﾄﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大興製薬 消化管運動調律剤 0712中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻｽﾋﾟﾄﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大興製薬 高脂質血症治療剤 0609中止 920710収載
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾙﾛｰｽﾞ錠 酒石酸ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ 20mg 大興製薬 脳循環代謝改善剤 9904中止 920710収載
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裸錠 白 有 ｻｲﾀﾐﾝ錠 ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大興製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

0004中止 940708収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｰﾙﾐﾝ錠 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大興製薬-ﾒﾙｸ製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 0709中止 0607販売会社
社名変更 97再開 9504中
止 940708収載

糖衣錠 白 無 ｸﾞﾙﾃｼﾝ錠 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大興製薬 非ﾋﾟﾘﾝ系･非ｽﾃﾛｲﾄﾞ系鎮
痛･消炎･解熱剤

01頃中止 940708収載

糖衣錠 淡青 無 ｱｼﾞﾏﾘﾝ錠｢ﾀﾞｲｺｰ｣ ｱｼﾞﾏﾘﾝ 50mg 大興製薬 不整脈治療剤 91中止
裸錠 白 有 ｴｱﾉﾝ錠40 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大興製薬 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
裸錠 白 無 ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾝ錠 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大興製薬 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 91中止
裸錠 白 有 ﾀﾞｲﾒｰﾄ錠 臭化ﾊﾞﾚﾀﾒｰﾄ 10mg 大興製薬 鎮痙剤 9005中止
糖衣錠 黄 無 ﾊｲﾚﾊﾞﾝ錠250 ｵｻﾙﾐﾄﾞ 250mg 大興製薬 利胆剤 88中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾌｯｾﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大興製薬-日医工 止瀉剤 0609供給停止 0401ﾋｰﾄ

裏変更 9810ﾋｰﾄ変更
(1mg追加)

裸錠 黄 無 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ錠5 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 5mg 大興製薬 昇圧剤 88中止
糖衣錠 黄 無 ｲﾉｼﾝ錠200 ｲﾉｼﾝ 200mg 大興製薬 細胞賦活剤 9008中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｴﾙﾛｰﾑｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大興製薬 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 中止 900713収載
裸錠 白 無 ﾁﾞｳﾄﾛﾝ錠50 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 50mg 大興製薬 降圧利尿剤 91中止
裸錠 白 有 ﾊﾞｽﾒﾀﾝ錠 硫酸ﾊﾞﾒﾀﾝ 12.5mg 大興製薬 末梢血行改善剤 9006中止
裸錠 淡黄 無 ﾋﾞﾀﾐﾝK1錠ﾀﾞｲｺｰ ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝK1製剤 95中止
裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 9911中止 9009変更
糖衣錠 淡青 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)
糖衣錠 淡青 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ10 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 10mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 94中止 9009変更
糖衣錠 白 無 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠50 塩酸ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 大興製薬 精神神経用剤 91中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｷﾒﾀｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大興製薬 解熱鎮痛消炎剤 9909中止 900713収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀｸﾍﾟｲﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 75mg 大興製薬 解熱鎮痛消炎剤 9908中止 900713収載
裸錠 白 有 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ錠｢ﾀﾞｲ 塩酸ﾒﾄｷｼﾌｪﾅﾐﾝ 100mg 大興製薬 鎮咳剤 91中止
裸錠 赤褐 有 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ錠5 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ 5mg 大興製薬 止血剤 9008中止
裸錠 淡赤 有 ｸﾛﾙｿﾞﾝ錠 ｸﾛﾙｿﾞｷｻｿﾞﾝ 200mg 大興製薬 筋弛緩剤 9005中止
糖衣錠 白 無 ﾄﾁﾉｰﾙ錠20 ｾｲﾖｳﾄﾁﾉｷ種子ｴｷｽ 20mg 大興製薬 腫脹治療剤 9003中止
裸錠 白 有 ﾁﾞｳﾄﾛﾝ錠100 ｸﾛﾌｪﾅﾐﾄﾞ 100mg 大興製薬 降圧利尿剤 91中止
糖衣錠 赤褐 無 ﾄｺｶﾙ錠 ｺﾊｸ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙｶﾙｼｳ 100mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝE製剤 89中止
糖衣錠 白 無 ﾀﾞｲﾃﾚﾝD錠 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 250mg 大興製薬 血圧降下剤 91中止
裸錠 白 無 ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ錠｢ﾀﾞ

ｲｺｰ｣
ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大興製薬 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9009まで)

糖衣錠 白 無 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ30 ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 30mg 大興製薬 ﾋﾞﾀﾐﾝB6製剤 9003中止
裸錠 白 有 ﾒｿﾞｶﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 15mg 大興製薬 鎮咳剤 9008中止

耳:50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ｴﾗﾐﾝﾄ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大興製薬 循環機能改善剤 中止
303 ATP-30 303:ATP-30 303 糖衣錠 赤 無 ATP錠30mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ
30mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ

変更 95本体ｺｰﾄﾞ化
231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠 ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ

変更
126 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9407本体刻印
DF-L 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸLｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg 大洋薬品工業 徐放性鎮痛･抗炎症剤 旧品名（061208迄)，旧ﾋｰ

ﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)，商品名変
更に伴い(新:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸＬ
ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 消炎鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 97ﾋｰﾄ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/無透明 ｲﾝﾃﾞﾗﾆｯｸTRｶﾌﾟｾﾙ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 25mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛消炎剤 9703中止 96ﾋｰﾄ変更
裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 940708

収載
351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ

変更 9406本体刻印
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IF 裸錠 白～帯黄白 無 ｵﾘｺｯｸ錠 ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業･三和化学
研究所

骨粗鬆症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

P T 裸錠 白 有 ｶﾃﾌﾟﾁﾝ錠0.05mg 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 0.05mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
CM ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｶﾓｽﾄﾝ錠100 ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
経口蛋白分解酵素阻害
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)
960705収載

裸錠(花型) 淡赤 有 ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ
変更

軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.25 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 96ﾋｰﾄ
変更 900713収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ 赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.5μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ
変更 900713収載

軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

赤橙透明 ｶﾙﾌｧﾘｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ1.0 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μ g 大洋薬品工業 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ
変更 900713収載

T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9801まで) 9610
ﾋｰﾄ裏変更 9503本体刻

徐放錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更 900713収載

236 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾉｽﾄﾘﾝ錠 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･ｱﾚﾙｷﾞｰ
用薬

04頃中止 0204ﾋｰﾄ裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ) 960705

S 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 1011中止
S 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄 無 ｽﾄﾊﾞﾆｰﾙ錠200mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 広範囲経口抗菌剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9804

ﾋｰﾄ変更 960705収載
S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ

ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ
10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9511本体変更

214 糖衣錠 淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更

DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大興製薬 消化管運動改善剤 9904中止 980710収載 大
洋のﾀﾞﾘｯｸ錠(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ)と
ｺｰﾄﾞ同じ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9706まで) 96ﾋｰﾄ
変更

DP ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀﾞﾘｯｸ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 消化管運動改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄) 大興
のﾀﾞｲﾃﾚﾄﾞﾝ錠10(ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞ
ﾝ，中止)とｺｰﾄﾞ同じ

硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝSｶﾌﾟｾﾙ 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 96ﾋｰﾄ
変更

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

201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｺﾍﾞﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大洋薬品工業 血管代謝改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9802まで) 96ﾋｰﾄ
変更 94本体刻印

OX 2 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠2 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 2mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
960705収載

OX 3 裸錠 白 有 ﾈﾙｵｽ錠3 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ 3mg 大洋薬品工業 尿失禁･尿意切迫感･頻
尿治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄)

裸錠(楕円形) 白 無 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更

PZD-30 271:PZD-30 271 裸錠 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9410本体刻印

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

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

ｴﾑｴﾌ-大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 9603社
名変更 950707収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｽｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 96ﾋｰﾄ
変更 95ｺｰﾄﾞ化

337 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾟﾚｽﾄｰﾝ錠100 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍治療剤 98中止 940708収載
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260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高脂質血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9703まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9409本体刻印
920710収載

225 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業 気道粘液調整･粘膜正常
化剤

旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9412本体ｺｰﾄﾞ化

211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

129 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

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

大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 940708
収載

NL 40 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠40 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 40mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
960705収載

197 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9502本体刻印

L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 96ﾋｰﾄ
変更 920710収載

302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄ錠 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 ｶﾙｼｳﾑ拮抗剤 旧ｺｰﾄﾞ(9710まで) 96ﾋｰﾄ
変更 9408本体刻印

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲA錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(98まで) 940708収
載

裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 960705
収載

t 1 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 無 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

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

ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧
剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701) 970711
収載 ﾋｰﾄ裏一般名記載

t 2 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～微黄白 有 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療
薬，持続性Ca拮抗薬

091113収載

C 2 裸錠 白 有 ｶﾌﾟｼｰﾙ錠25mg ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系降圧 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄)
IM 2 裸錠 白 無 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 2mg 大洋薬品工業・日本ｹﾐﾌｧ 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
0405ﾋｰﾄ変更 0205ﾋｰﾄ裏
商品名記載(ｶﾀｶﾅ) 大興
のｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠2(ﾏﾚｲﾝ酸ｲ
ﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)と本体

MF 3 裸錠 白 無 ﾗﾝﾃﾛｰﾙ錠 塩酸ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 β ﾌﾞﾛｯｶｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
IM 4 裸錠 白 有 ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠4 ﾏﾚｲﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ 4mg 大洋薬品工業 粘膜防御性胃炎･胃潰瘍

治療剤
大興のｶﾞﾗﾝｽﾀｰ錠4(ﾏﾚｲ
ﾝ酸ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ，中止)と
本体ｺｰﾄﾞ同じ

NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄ錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 9806中止 960705収載
MF 7 裸錠 白 有 ﾒｲﾀｯﾄ錠5 ﾌﾏﾙ酸ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 選択的β 1ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄)

010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

t 8:2.5 裸錠 無 無 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

t 9:5 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 940708
収載

t 10:10 裸錠 白 有 ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠10mg｢
ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ 10mg 大洋薬品工業 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換選択性
阻害剤

080704収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9601
ﾋｰﾄ裏変更 94本体刻印

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 0912中止 0612ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ
変更
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t 12 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載 腸溶性の粒
を含む

t 13 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠15mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 15mg 大洋薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

080704収載

t 14 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ 25mg 大洋薬品工業 ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取
り込み阻害剤（SNRI）

080704収載

t 15 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 有 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎･ｸﾛｰﾝ病
治療剤

081107収載

t 16 裸錠 白 有 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 0706ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ｔ 17 裸錠 白 無 ﾊﾟﾙﾚｵﾝ錠0.125mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 0.125mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 050708収載
t 19 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 消化管運動賦活剤 080704収載

NL 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝL錠20 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0107
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
960705収載

t 21 裸錠(口腔内崩
壊錠)

白～帯黄白，
淡褐～暗褐
の斑点

無 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 070706収載 腸溶性の粒
を含む

裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0611ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0805ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変更
G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9806まで) 950707

収載
132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠 ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ

ﾛﾗｲﾄﾞ
25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍，胃炎，慢性

肝疾患治療剤
旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708
収載

t 26 μ
OPTIRAN10μ g

裸錠 微黄～淡黄 有 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠10μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 10μ g（ﾘﾏﾌﾟﾛ
ｽﾄとして）

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

040709収載

t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ)

t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧品名(090925ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰ
ﾙ塩酸塩錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更) 0701ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ変

t 29 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠50 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

0406販売

t 31 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾉｰﾄ錠10 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 持続性 高血圧・狭心症
治療剤

030704収載

t 32 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 有 ｱﾃﾉｰﾄ錠20 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 持続性 高血圧・狭心症
治療剤

030704収載

t 33 裸錠 白 無 ｱﾙｾﾁﾝ錠5 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

t 34 裸錠 微紅 有 ｱﾙｾﾁﾝ錠10 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤，高脂血症用剤

030704収載

t 35 裸錠 帯黄白 有 ｱﾙｼﾞｷｻｰﾙ錠5 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 5mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載
t 36 裸錠 微黄白～帯

黄白
有 ｱﾙｼﾞｷｻｰﾙ錠10 ﾍﾟﾐﾛﾗｽﾄｶﾘｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 030704収載

ｔ 37 裸錠 淡黄 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠2.5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 0404販売
t 39 裸錠 白 有 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠5 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
1011ﾋｰﾄ若干変更

t 41
10mg：10mg

裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

t 42
20mg：20mg

裸錠 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 040709収載

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

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

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

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載
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t 45 裸錠 淡橙 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠2mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 2mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

t 46 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

t 46 裸錠 白 有 ｶﾙﾊﾞﾄﾞｹﾞﾝ錠4mg ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ 4mg（ﾄﾞｷｻｿﾞ
ｼﾝとして）

大洋薬品工業 血圧降下剤 040709収載

t 47 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 経口血糖降下剤 040709収載
ｔ 48 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐｯｸ錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 10mg 大洋薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
ｔ 49 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐｯｸ錠20 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 20mg 大洋薬品工業 尿失禁・頻尿治療剤 050708収載
G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄

白
無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ

ﾄﾞとして)
大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ｺｰﾄﾞ(9805まで) 950707

収載
MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄

黄褐
ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 940708

収載
t51 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡赤/淡赤 ｾﾌﾛｼﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 0802中止 050708収載
t 53 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ

ｲﾖｰ｣
塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮

抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療
070706収載

ｔ 54 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾏｯｸｽ錠250mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸・緩下剤 050708収載
ｔ 55 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶｲﾏｯｸｽ錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg 大洋薬品工業 制酸・緩下剤 050708収載
ｔ 56 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄橙 無 ｶﾄﾗｼﾞｰﾙ錠2.5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 Ca拮抗薬 050708収載
ｔ 57 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｶﾄﾗｼﾞｰﾙ錠5mg ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 Ca拮抗薬 050708収載
t 61 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児

用｢ﾀｲﾖｰ｣
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50mg 大洋薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

ｔ 62 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大洋薬品工業 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質製剤 060707収載

t 63 裸錠 白 無 ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩錠2.5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｾﾚｷﾞﾘﾝ 2.5mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 070706収載

t 64 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠2mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

t 65 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 有 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大洋薬品工業 高血圧症･狭心症治療剤
(持続性Ca拮抗薬)

060707収載

t 67 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｸﾀﾘｯﾄ錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｸﾀﾘｯﾄ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤(DMARD) 060707収載
t 68 裸錠 白 有 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝ錠2mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 2mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 060707収載
ｔ 71 裸錠 白 有 ｼﾝﾍﾞﾗﾐﾝD錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg 大洋薬品工業 睡眠導入剤 旧品名(090324ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ

OD錠0.25mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更) 050708収載

ｔ 71 裸錠（口腔内
崩壊錠）

白 有 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

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

t 72 裸錠(口腔内崩
壊錠)

帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

t 73 裸錠(口腔内崩
壊錠)

微黄 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

070706収載

t 74 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性選択H1受容体拮
抗･ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療

070706収載

t 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
t 76 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 有 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
t 78 裸錠 淡黄 有 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.05mg｢ﾀｲ

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

t 80 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載
t 82 裸錠 淡黄 無 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 5mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
t 83 裸錠 淡黄 有 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 080704収載
t 87 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円

形)
白 有 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg 大洋薬品工業 気道粘液調整･粘膜正常

化剤
080704収載

MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 940708
収載

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

大洋薬品工業 筋緊張緩和剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0712迄) 0409
頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載表
→裏他)
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T X 裸錠 白 有 ｽﾄﾌﾞﾗﾝ錠 塩酸ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ 2mg 大洋薬品工業 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9712
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 7804収載

108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠 塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 旧品名(090324ﾌﾗﾎﾞｷｻｰ
ﾄ塩酸塩200mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

108 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ塩酸塩錠
200mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 頻尿治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｳﾛﾀｲﾛﾝ錠)

AVL 109 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/淡橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ10 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 10mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止
AVL 110 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/橙 ｱﾙﾋﾞﾗｯｸｶﾌﾟｾﾙ20 ﾋﾟﾛｷｼｶﾑ 20mg 大洋薬品工業 持続性抗炎症･鎮痛剤 0910中止

裸錠 黄 有 ｽﾘﾀﾞﾆｰﾙ錠100 ｽﾘﾝﾀﾞｸ 100mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛剤 02頃中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更

t 裸錠 白 無 ｵｾﾌｧｼﾞﾝ錠200 ｵｷｻﾌﾟﾛｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 持続性消炎･鎮痛剤 0910中止
EPN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾍﾟﾅﾙﾄﾞ錠50mg 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 50mg 大洋薬品工業･ﾃｲｺｸﾒ

ﾃﾞｨｯｸｽ，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ
筋緊張改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0209

ﾋｰﾄ変更 9707ﾋｰﾄ変更
9007収載

裸錠 淡橙 無 小児用ﾊﾞｯｻﾐﾝ 大洋薬品工業 解熱･鎮痛剤 010831中止，ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mgに切り替え 9805ﾋｰ
ﾄ変更

B 裸錠 白 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 330mg，
150mg

大洋薬品工業 解熱･鎮痛･消炎剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
330mg) 本体Bはβ の様

裸錠 白 無 ﾒﾆｴﾄｰﾙ錠6mg ﾒｼﾙ酸ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝ 6mg 大洋薬品工業 めまい・平衡障害治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾆｴﾄｰﾙ)
0101ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9712本体，ﾋｰﾄ変更
7609収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾄﾛﾊﾟﾝ錠10 臭化ﾌﾞﾄﾛﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

9709ﾋｰﾄ変更
t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠

10mg｢ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 080620収載(商品名変更

に伴い，前:ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠)
t 121 裸錠 白 有 ﾎﾓﾏﾚﾙﾐﾝ錠 塩酸ﾎﾓｸﾛﾙｼｸﾘｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(080620ﾎﾓｸﾛﾙｼｸ

ﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣に変更)

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

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

ALP 裸錠 白 無 ｱｿﾞﾘﾀﾝ錠0.4 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ﾏｲﾅｰﾄﾗﾝｷﾗｲｻﾞｰ 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄 無 ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg 大洋薬品工業 鎮痛・抗炎症剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ)
0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9703本体，ﾋｰﾄ変更
7804収載

G 25 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠25mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 25mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)

G 50 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微帯黄
白

無 ｸﾞﾘﾉﾗｰﾄ錠50mg 塩酸ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ 50mg(ﾁｱﾌﾟﾘ
ﾄﾞとして)

大洋薬品工業 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

131 糖衣錠 薄橙 無 ｱｽﾄﾆｰﾙ錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

0207ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9806ﾋｰﾄ変更 9407
収載

132 糖衣錠 白 無 ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠25mg ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

25mg 大洋薬品工業 消化性潰瘍･胃炎･慢性
肝疾患治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾁｵｽﾍﾟﾝ錠)
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136 糖衣錠 白 無 ﾒﾎﾟﾗﾐﾝ錠 ﾒﾁﾙ硫酸N-ﾒﾁﾙｽｺﾎﾟﾗ
ﾐﾝ

1mg 大洋薬品工業 鎮痙剤 0801中止

t 138 裸錠 白 有 ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物錠5mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬 1009中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾃﾞﾆ
ｽﾊﾟﾝ錠)

t 138 裸錠 白 有 ﾃﾞﾆｽﾊﾟﾝ錠 臭化ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 5mg 大洋薬品工業 重症筋無力症・排尿障害
治療剤

旧品名(080620ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ
臭化物錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

144 糖衣錠（徐放
性）

白 無 ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR錠6mg d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 6mg 大洋薬品工業 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｽﾊﾟﾚｷｻﾝ錠10 ﾖｳ化ｵｷｻﾋﾟｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 消化管鎮痙･微小循環改
善剤

1012中止

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

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

t 裸錠(楕円形) 白 無 ﾉｲｸﾛﾆｯｸ錠5 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 催眠鎮静剤 0503本体ｺｰﾄﾞ追加 9804
ﾋｰﾄ変更 7804収載

CLT ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘﾙﾐﾝ錠5 ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg 大洋薬品工業 心身安定剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
000707収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 旧本体(98まで) 9801ﾋｰﾄ
変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾀｲﾋﾟｼﾞｳﾑ錠 臭化ﾁﾒﾋﾟｼﾞｳﾑ 30mg 大洋薬品工業 鎮痙･鎮痛剤 9812本体変更 9802ﾋｰﾄ
変更 ﾋｰﾄ裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 8406収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗﾙﾋﾞﾙ錠100 ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 0407ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏他) 990709収載，
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

L X 裸錠 極薄紅 有 ｼﾗﾌﾞﾙ錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg(無水物
として)

大洋薬品工業 鎮痛･抗炎症・解熱剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0404
ﾋｰﾄ変更 0102ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

197 T ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾗｼﾞｽﾄﾐﾝ錠20mg 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 Ca拮抗剤 0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ変更 9007
収載

201 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾄｺﾍﾞﾗｰｾﾞ錠 ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1800単位 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 0903中止 9802ﾋｰﾄ変更，
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

202 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄ配合錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｻﾒｯﾄ錠)

203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠)

203 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾒﾌﾟﾀｰﾄ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業 消化管運動調律剤 旧品名(080620ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏ
ﾚｲﾝ酸塩錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

204 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾗﾉﾋﾞﾝ錠 ﾋﾞﾝﾎﾟｾﾁﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環代謝改善剤 0108中止 9710本体，ﾋｰﾄ
変更

205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 0806商品名変更(前:ﾋﾟｸﾛ
ﾅｼﾞﾝ錠)

205 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾋﾟｸﾛﾅｼﾞﾝ錠 塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業・ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

抗血小板剤 旧品名(0806ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩
酸塩錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に

CL 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠100 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0709迄)

CL 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｾﾙﾄｯﾌﾟ錠200 塩酸ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 血管拡張性β 1遮断薬 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0809迄)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25国際単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 9905中止 9708本体，ﾋｰﾄ

変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

橙 無 ｸﾚﾙﾓﾝ錠50 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 50単位 大洋薬品工業 循環障害改善剤 0801ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止
0704販売会社社名変更
(前:科薬)
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211 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠40mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9710ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

LZM 211 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾘｻﾞﾓﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧品名(0806ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)，
旧ｺｰﾄﾞ

t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 旧品名(080620ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

t 214 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
性)

淡橙 無 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 12mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
A･Bｶﾙｼｳﾑ
塩として)

大洋薬品工業 緩下剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠｢ﾅ
ｶﾉ｣)，ﾋｰﾄ若干変更

LPR 215 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾗﾆｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大洋薬品工業 止瀉剤 旧品名(0911ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸
塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

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

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

216 糖衣錠 白 無 ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠 塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 心疾患治療剤 旧品名(090324ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩
酸塩錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変
更)

216 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ 50mg 大洋薬品工業 心・腎疾患治療剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｵﾄｾﾞﾆﾝ錠)

N 5 裸錠 白 有 ﾆﾄﾙﾋﾞﾝ錠5 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg 大洋薬品工業 狭心症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711頃迄)
0403ﾋｰﾄ変更

A Z 裸錠 白 有 ｱｺﾐｯｸ錠10 ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大洋薬品工業 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0810迄)

220 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠100 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 100mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 0603ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ記載
表->裏等) 9804ﾋｰﾄ変
更，裏商品名記載（ｶﾀｶ
ﾅ） 9510収載

221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾃﾞﾙｶﾞﾆﾝ錠 ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 旧品名(0812ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘ
ﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠0.125mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更)

221 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩
錠0.125mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 子宮収縮止血剤 0812商品名変更(前:ﾃﾞﾙ
ｶﾞﾆﾝ錠)，ﾋｰﾄ表0.125mg

223 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｾﾞﾛﾊﾟｺｰﾙ錠40 塩酸ｵｸｽﾌﾟﾚﾉﾛｰﾙ 40mg 大洋薬品工業 β 受容体遮断剤 02頃中止 9803ﾋｰﾄ変更
C L μ g 裸錠 白 有 ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ錠 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤 旧品名(090925ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰ

ﾙ塩酸塩錠10μ g｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

C L μ g 裸錠 白 有 ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩錠10
μ g｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μ g 大洋薬品工業 持続性気管支拡張剤･腹
圧性尿失禁治療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾙﾊﾞﾌﾟﾛｰﾙ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾑｺﾄﾛﾝ錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg 大洋薬品工業･田辺三菱
製薬，田辺製薬販売

気道粘液調整･粘膜正常
化剤

0710社名変更（前：三菱
ｳｪﾙﾌｧｰﾏ） 061208収載
(商品名変更に伴い，前:
ﾑｺﾄﾛﾝ錠)

PO 徐放性裸錠 白(薄灰又は
淡黄の斑点)

無 ｺﾝｽﾋﾟｯﾄ錠 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 大洋のｹ
ﾈｼﾞﾝ錠(ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ，中
止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

227 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾒﾄﾌﾟﾘｯｸ錠20mg 酒石酸ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ 20mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症･不整脈
治療剤

9712ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

F M 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄) 0512
商品名変更(前:ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠
｢ﾅｶﾉ｣) 0209ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ) 9710ﾋｰﾄ

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg 大洋薬品工業 消化器機能異常改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(9709まで) 9606本
体，剤型変更 96ﾋｰﾄ変更
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229 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠5mg ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg(塩酸ﾒﾄｸ
ﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞとし
て)

大洋薬品工業 消化器機能異常治療剤 061208収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾟﾗﾌﾟﾘﾝ錠)
0208ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 7501収載

FM 20 裸錠 白 有 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

利尿降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
0209ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 990709収載

t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠200mg ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧品名(090324ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠
200mg「ﾀｲﾖｰ｣に変更)
061208収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠)

t 231 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠200mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｼﾒﾁｼﾞﾝ 200mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 090324収載(商品名変更
に伴い，前:ｱｽﾄﾛﾌｪﾝ錠
200mg)

P Z 裸錠 白 有 ﾋﾟﾚﾝｾﾞｰﾙ錠25 塩酸ﾋﾟﾚﾝｾﾞﾋﾟﾝ 25mg 大洋薬品工業 胃炎･消化性潰瘍治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 9807

変更 9709ﾋｰﾄ変更，裏一
般名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡黄 無 ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄) 0206
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

TPR 237 硬ｶﾌﾟｾﾙ 灰青緑/淡橙 ｾﾙｰﾌﾟｶﾌﾟｾﾙ50mg ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 胃潰瘍治療剤 0107ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 970711収載

M I 裸錠 白 有 ﾅﾁﾙｼﾞﾝ錠2mg 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg 大洋薬品工業 低血圧治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

PSC 25mg：PSC 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ25mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ﾀｲ

PSC 50mg：PSC 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(050708迄)，品名
変更に伴い(新：塩酸ﾋﾟﾙ
ｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾀｲ

PO ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｹﾈｼﾞﾝ錠 ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 脳血管障害治療剤 9805中止 大洋のｺﾝｽﾋﾟｯ
ﾄ錠(硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ)と本体
ｺｰﾄﾞ同じ

245 糖衣錠 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 抗めまい剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9708
ﾋｰﾄ変更

t 27 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞﾘﾝ 塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ 25mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗めまい剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0110ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9804本体，剤型変
更 7804収載

裸錠(花型) 淡赤 有 ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 降圧利尿剤 旧品名(080620ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁ
ｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変

裸錠(花型) 淡赤 有 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 2mg 大洋薬品工業 ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾙﾊﾞｸﾛﾝ錠)

T M 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9712まで) 97ﾋｰﾄ
ｺｰﾄﾞ化

ｔ 24 裸錠 淡橙 有 ﾌﾟﾚﾛﾝ錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg 大洋薬品工業 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0805迄) 0403
販売（前：ﾌﾟﾚﾛﾝ錠）

248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 旧品名(071221迄，新品
名:ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣) ｴﾑｴﾌのｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ
錠(ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ，中止)と本体

248 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 微黄 無 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 抗潰瘍･精神情動安定剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠) ｴ
ﾑｴﾌのｱﾙｻﾘﾄﾞｰﾙ錠(ｽﾙﾋﾟ
ﾘﾄﾞ，中止)と本体ｺｰﾄﾞ同じ

179 / 191 ページ



AC 25 裸錠 白 有 ｱｾﾐﾊﾟｰﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大洋薬品工業 持続性ACE阻害降圧剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 0806商品名変更(前:ｱﾃﾝ
ﾀﾞｰﾙ錠)

252 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾃﾝﾀﾞｰﾙ錠 ｱﾃﾉﾛｰﾙ 50mg 大洋薬品工業 心臓選択性β 遮断剤 旧品名(0806ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣へ変更)

DX 125 裸錠 薄桃 有 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠｢ﾀｲﾖｰ｣
0.125mg

ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg 大洋薬品工業 ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ配糖体製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610頃迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

255 糖衣錠 橙赤 無 ｸﾞﾘｵｽﾁﾝ錠25 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg 大洋薬品工業 冠循環改善剤 0206ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 980710収載

ｔ256 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄緑/白 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝSｶﾌﾟｾﾙ 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 0804中止 0206頃本体ｺｰ
ﾄﾞ追加 9802ﾋｰﾄ変更

裸錠 青 無 水溶性ｱｽﾞﾚﾝ錠2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2mg 大洋薬品工業 表在性炎症疾患治療剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:水溶性ｱｽﾞﾚﾝ
錠｢ﾀｲﾖｰ｣)

259 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾝﾄﾞｷｼﾝ錠 ﾌｪﾝﾌﾞﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎･鎮痛･
解熱剤

0101中止 9801ﾋｰﾄ変更

260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ錠250mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高質血症治療剤 081219収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠)

260 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾌﾟﾛﾌﾞｺﾘﾝ錠 ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ 250mg 大洋薬品工業 高質血症治療剤 旧品名(081219ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ
錠250mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗炎症･鎮痛･解熱剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ)

261 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾞﾙﾌｧﾆｯｸ ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗炎症･鎮痛･解熱剤 旧品名(090925ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

L 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業･科薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 0201
ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ裏商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)

L 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

淡橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄL錠20mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業･科薬，日
本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤，高血
圧･狭心症治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0512
大洋のみ，0508科薬のみ
ﾋｰﾄ変更(20mgから20)

t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐放錠150mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 0806商品名変更(前:ﾀｲﾘﾝ
ﾀﾞｰR錠)

t 265 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白～微黄白 無 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰR錠 ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 150mg(ｼﾞｿﾋﾟ
ﾗﾐﾄﾞとして)

大洋薬品工業 徐放性不整脈治療剤 旧品名(0806ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐
放錠150mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変

裸錠 白 無 ｹﾞﾙｽﾐﾝ錠 ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg 大洋薬品工業 消化管内ｶﾞｽ駆除剤 0211中止 9907本体変更

裏一般名記載
t 269 裸錠 白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙ錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 旧品名(0909ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢

酸ｴｽﾃﾙ錠25mg｢ﾀｲﾖｰ｣
に変更)

t 269 裸錠 白～微黄 無 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠
25mg｢ﾀｲﾖｰ｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 25mg 大洋薬品工業 前立腺肥大症･癌治療剤 0909商品名変更(前:ｱﾌﾟﾀ
ｺｰﾙ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧ｺｰﾄﾞ(0209頃迄) 0002

990709収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載（ｶﾀｶﾅ）

DLZ 裸錠（徐放性） 白 無 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝ錠30 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 30mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 0501
頃ﾋｰﾄ変更(ｺｰﾄﾞ表->裏
等) 0105ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 緑 無 ﾊﾟﾝﾃﾘﾝ錠 大洋薬品工業 胃･十二指腸潰瘍，胃炎
治療剤

0303中止 98本体ｺｰﾄﾞ化
970711収載

DLZ 100mg  DLZ 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾊﾟｾﾞｱｼﾞﾝRｶﾌﾟｾﾙ100 塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ 100mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)
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T M 裸錠 白 有 ﾀﾞｳﾅｯﾄ錠0.5mg 塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ 0.5mg(ﾌﾟﾗｿﾞｼ
ﾝとして)

大洋薬品工業 高血圧･排尿障害治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

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

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

変更 9712ﾋｰﾄ変更，ﾋｰﾄ
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

M F 裸錠 白～帯黄白 有 ﾘﾎﾟﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠 ｸﾘﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業 ﾘﾎﾟ蛋白代謝改善剤 0501中止 9807製造元，

一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
BHX 裸錠 白 無 ﾍﾞﾗﾐﾄｰﾙ錠 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 4mg 大洋薬品工業 気道粘液溶解剤 旧品名(080620ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼ

ﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ

ND 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠5mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

ND 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡赤 無 ﾘｵﾊｰﾄﾞ錠10mg ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持効性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

T A 裸錠 淡黄褐 有 ﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 大洋薬品工業 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧品名(061208迄，新:ﾋﾟﾛ
ﾗｸﾄﾝ錠25mg)，旧ﾋｰﾄｺｰ

MLD 50mg  MLD 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/極薄
黄褐

ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 50mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄) 9804
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9407収載

MLD 100mg  MLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 薄黄赤/白 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

不整脈治療剤･糖尿病性
神経障害治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

P D 裸錠 白 有 ﾊﾞﾙｻﾐｼﾞﾝ錠5 ﾋﾟﾝﾄﾞﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業 高血圧・狭心症・頻脈治
療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 98ﾋｰ
ﾄ変更，裏一般名記載(ｶﾀ
ｶﾅ) 8109収載

ｔ286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾌｽｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 旧品名(080620ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞ
ﾘﾝｸｴﾝ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ30mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更)

ｔ286  ｔ286 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/白 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝｸｴﾝ酸塩ｶﾌﾟ
ｾﾙ30mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｸｴﾝ酸ﾍﾟﾝﾄｷｼﾍﾞﾘﾝ 30mg 大洋薬品工業 鎮咳剤 1004中止 080620収載(商
品名変更に伴い，前:ﾌｽ
ｾﾞﾐﾝCPｶﾌﾟｾﾙ)

TLD 100mg  TLD 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 緑/黄 ﾀｲﾘﾝﾀﾞｰｶﾌﾟｾﾙ ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐ
ﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg「ﾀｲﾖｰ」)，
旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ 0209頃本体
ｺｰﾄﾞ化

硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/褐 ｱｴﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾎﾟﾘｴﾝﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｺﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 肝臓疾患用剤･高脂質血
症改善剤

0807中止

IN 20 裸錠 白 無 ｱｲｽﾗｰﾙ錠20mg 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg 大洋薬品工業 狭心症治療用ISMN製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0710迄)
裸錠 白 有 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠

15mg「ﾀｲﾖｰ｣
塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学

研究所
気道潤滑去痰剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ﾑｺｾﾗﾑ錠)，
に伴いﾋｰﾄ表15mg追加

T A 裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業 気道潤滑去痰剤 旧ｺｰﾄﾞ(9804まで) 9703
ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載

裸錠 白 有 ﾑｺｾﾗﾑ錠 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・三和化学
研究所，日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

気道潤滑去痰剤 旧品名(070615迄)，商品
名変更に伴い(新:ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg「ﾀｲ
ﾖｰ｣) 0406ﾋｰﾄ変更

BX 5 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠5mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）

BX 10 裸錠 白 有 ｱﾛﾝｸﾞ錠10mg 塩酸ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ 10mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

血管拡張性β 1遮断剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載（ｶﾀｶﾅ）
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L I 裸錠 白 有 ﾘｼﾄﾘﾙ錠10 ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ 10mg(無水物
として)

大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

持続型ACE阻害剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0408
頃ﾋｰﾄ変更(10mg削除他)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

EN 裸錠 薄桃 無 ﾚﾘｰﾄ錠2.5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 2.5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄) 0406
頃ﾋｰﾄ変更(表2.5mg削除
他) 0201ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

EN 5 裸錠 薄桃 有 ﾚﾘｰﾄ錠5 ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 5mg 大洋薬品工業 持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換
酵素阻害剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0208
ﾋｰﾄ変更 000707収載

L T 徐放錠 白 有 ﾃﾙﾀﾞﾝL錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

気管支拡張剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0708迄)

t 299 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄白 無 ｴﾙｻﾒｯﾄS配合錠 大洋薬品工業 前立腺肥大症治療剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｴﾙｻﾒｯﾄS錠)

L 300 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾟﾝﾀﾌｨﾗﾝL錠300 ﾍﾟﾝﾄｷｼﾌｨﾘﾝ 300mg 大洋薬品工業 持続性脳微小循環改善 9905中止 960705収載
302 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾗﾐﾀﾚｰﾄ錠10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 高血圧･狭心症治療剤 0911中止
303 糖衣錠(腸溶 赤 無 ATP錠30mg｢ﾅｶﾉ｣ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘ 30mg 大洋薬品工業 代謝性製剤 0707中止
B L 裸錠 白 有 ﾍﾞﾝｸﾗｰﾄ錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 2.5mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0706迄) 9802

ﾋｰﾄ変更，裏一般名記載
(ｶﾀｶﾅ) 9207収載

FE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌｪﾛｽﾃｯｸ錠50mg ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg(鉄とし
て)

大洋薬品工業 可溶性非ｲｵﾝ型鉄剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄) 9805
製造元，本体，ﾋｰﾄ変更，
裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)
9507収載

ｔ 308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

旧品名(090925ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ
酢酸ｴｽﾃﾙ徐放錠50mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣に変更) 0209頃ｺｰﾄﾞ
変更

ｔ 308 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白～微黄 無 ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ徐
放錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 50mg 大洋薬品工業 徐放性前立腺肥大症治
療剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ｱﾌﾟﾀｺｰﾙL錠)

t  309 裸錠 白 有 ｶﾙｼﾞｰﾙ錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg 大洋薬品工業 解熱鎮痛剤 030704収載 同品名ｶﾙ
ｼﾞｰﾙ錠50，100(ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ
製剤)とは成分異なる

t 310
200mg

裸錠 白 無 ｱｽﾄｽCA錠200 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 200mg 大洋薬品工業 Caｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾄ製剤 0911中止 030704収載

C N 裸錠 白 有 ｸﾗｳﾅｰﾄ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ，日医工

経口血糖降下剤 旧ﾋｰﾄ(0610迄) 040709収
載，品名変更に伴い（前：
ｸﾗｳﾅｰﾄ錠）

S P 裸錠 白～淡褐白 有 ｽﾚﾌﾟﾀｰｾﾞ錠 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅｰｾﾞ､ｽﾄﾚﾌﾟﾄ
ﾄﾞﾙﾅｰｾﾞ

10000単位，
2500単位

大洋薬品工業 腫脹緩解用酵素剤 0303中止 9804ﾋｰﾄ変更
9407収載

313 糖衣錠 白 無 ｱﾌｿﾞﾘﾝ錠 ｱﾌﾛｸｧﾛﾝ 20mg 大洋薬品工業 筋緊張性疾患治療剤 中止 9809ﾋｰﾄ変更
314 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶

性）
白 無 ﾌﾛﾌﾄﾗﾝE錠 ﾃｶﾞﾌｰﾙ 200mg 大洋薬品工業 抗悪性腫瘍剤 0803中止 9803ﾋｰﾄ変更

316 μ g 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶﾉ｣500 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 旧品名(0606迄)，商品名
変更に伴い(新:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠
500μ g｢ﾀｲﾖｰ｣) 9801ﾋｰﾄ
変更 7403収載

316 μ g 糖衣錠 赤 無 ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠500μ g｢ﾀｲﾖｰ｣ ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ 0.5mg 大洋薬品工業 補酵素型ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 060609収載(商品名変更
に伴い，前:ｺﾊﾞﾏﾐﾄﾞ錠｢ﾅｶ
ﾉ｣500)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｲｺｻｴｰﾄｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0012中止 980710収載
ﾋｰﾄ裏一般名記載(ｶﾀｶﾅ)

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

9805ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9007収載

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

9803ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 9007収載
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μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円
形)

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

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

325 糖衣錠 淡黄 無 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 080620収載(商品名変更
に伴い，前:ﾛｼﾄｰﾙ錠)

325 糖衣錠 淡黄 無 ﾛｼﾄｰﾙ錠 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 40mg 大洋薬品工業 虚血性心疾患治療剤 旧品名(080620ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ
塩酸塩錠40mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)

軟ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄 ﾉﾝｿﾙｶﾌﾟｾﾙ300 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 300mg 大洋薬品工業 EPA製剤 0210販売，承継（日建ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙより）

328 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱﾝｷﾞｸﾛﾒﾝ錠50 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 50mg 大洋薬品工業 循環機能改善剤 9802収載，ﾋｰﾄ裏一般名
記載（ｶﾀｶﾅ）

333 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾛﾃｨﾌｧﾐﾝ錠100 塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 100mg 大洋薬品工業 精神活動改善剤，ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ症候群治療剤，抗A型
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

9807ﾋｰﾄ変更，裏一般名
記載(ｶﾀｶﾅ) 8109収載

336 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾟﾙﾄﾞﾏｲｼﾝ錠50 塩酸ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ 50mg 大洋薬品工業 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製 0909中止
μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

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

記載(ｶﾀｶﾅ) 9407収載
μ g 軟ｶﾌﾟｾﾙ(楕円

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

記載(ｶﾀｶﾅ) 9407収載
CZ 50 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠50 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ

ﾘｯｸ
抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0611迄)

000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CZ 100 裸錠 白～微黄白 無 ﾌﾟﾚﾗｼﾞﾝ錠100 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

抗血小板剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
000707収載，ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 淡橙 無 ﾊﾞｯｻﾐﾝ配合錠A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ，ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 81mg，33mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾊﾞｯｻﾐﾝ錠
81mg)

BR 20 μ g DORNALIN ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～淡黄白 無 ﾄﾞﾙﾅﾘﾝ錠20μ g ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μ g 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

経口ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ(PGI2)
誘導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

LM μ
μ g

裸錠 白 無 ｵﾌﾟﾁﾗﾝ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大洋薬品工業 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0705迄)
020705収載

t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｵﾑｾﾞﾝ錠 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 旧品名(090925ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰ
ｾﾞ錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

t 351 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙黄 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 5mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 090925収
載(商品名変更に伴い，
前:ｵﾑｾﾞﾝ錠)

μ g 硬ｶﾌﾟｾﾙ 赤/淡黄赤 ｱﾃﾞｽﾄﾙﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大洋薬品工業 ﾋﾞﾀﾐﾝB12製剤 0403中止 9710ﾋｰﾄ変更
8406収載

t 372 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾅﾌﾄｼﾞｰﾙ錠2 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 2mg 大洋薬品工業 高血圧治療剤 030704収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

t 374 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 帯褐黄 無 ﾅﾌﾄｼﾞｰﾙ錠4 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ 4mg 大洋薬品工業 高血圧治療剤 030704収載，ﾋｰﾄ表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

t 401 ﾄﾛｰﾁ 白 無 ｵﾗﾄﾞｰﾙﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 0910ｺｰﾄﾞ変更
t 402 ﾄﾛｰﾁ 淡紅 有 ｵﾗﾄﾞｰﾙSﾄﾛｰﾁ0.5mg 臭化ﾄﾞﾐﾌｪﾝ(外) 0.5mg 大洋薬品工業 口内殺菌剤 0910ｺｰﾄﾞ変更
t 404 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶

性)
黄～黄褐 無 ｿｱﾚｼﾞﾝ錠250mg ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 抗ﾘｳﾏﾁ剤 010706収載，ﾋｰﾄ裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
t 411 裸錠 黄 有 ｸﾚﾏｽﾁﾝ錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ

として)
大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 100528収載(商品名変更

に伴い，前:ﾏﾚﾙﾐﾝF錠)
裸錠 黄 有 ﾏﾚﾙﾐﾝF錠 ﾌﾏﾙ酸ｸﾚﾏｽﾁﾝ 1mg(ｸﾚﾏｽﾁﾝ

として)
大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(100528ｸﾚﾏｽﾁﾝ

錠1mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)
MLB  MLB 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾗﾎﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg(ｹﾄﾁﾌｪﾝ

として)
大洋薬品工業・三和化学
研究所

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)
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T M 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･科薬 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(大洋薬品0508
迄，科薬0601迄) 0207ﾋｰ
ﾄ変更，裏商品名記載等
9801ﾋｰﾄ変更

O M 裸錠 白 有 ｾﾙﾃｽ錠 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ 30mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0204
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

AZE ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｱｾﾞﾋﾟｯﾄ錠1mg 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 1mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
0208ﾋｰﾄ裏商品名記載（ｶ
ﾀｶﾅ） 9804ﾋｰﾄ変更 9407
収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｹﾀﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ10mg ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ 10mg 大洋薬品工業 気管支喘息･脳血管障害
改善剤

9905中止 980710収載

t 422 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠10 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 10mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

t 423 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（腸溶
性）

白 無 ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg 大洋薬品工業･ｾﾞﾘｱ新薬 ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ・ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 040709収載

t 424
10

裸錠 淡黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠10 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

t 424 裸錠 淡黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝｾﾘﾝ錠10)，
ﾋｰﾄ若干変更

t 425
20

裸錠 薄橙黄 有 ｶﾝｾﾘﾝ錠20 塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 旧品名(091113ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ
塩酸塩錠20mg｢ﾀｲﾖｰ｣に
変更)，旧ﾋｰﾄ 040709収

t 425 裸錠 薄橙黄 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠20mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載(商品名変更
に伴い，前:ｶﾝｾﾘﾝ錠20)，
ﾋｰﾄ若干変更

t 426 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾙｲﾙﾋﾞﾝ錠80 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg 大洋薬品工業 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性鎮痛・消炎剤 040709収載
t 427 裸錠 白 有 ﾌｽｺﾌﾞﾛﾝ錠 大洋薬品工業 鎮咳剤 0911中止 040709収載
t 428 t428 50μ g 裸錠 淡黄白 有 ﾍﾞｾﾗｰﾙ錠50μ ｇ ﾒｼﾙ酸ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞ 50μ ｇ（ﾍﾟﾙｺﾞ

ﾘﾄﾞとして）
大洋薬品工業 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD1，D2作動性ﾊﾟｰ

ｷﾝｿﾝ病治療剤
040709収載

t 431:0.5 裸錠 白 有 ﾜｰﾘﾝ錠0.5mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg 大洋薬品工業 経口抗凝血剤 0503販売
t 432:1 裸錠 白 有 ﾜｰﾘﾝ錠1mg ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 経口抗凝血剤 0503販売
t 440 裸錠 白 無 ﾘﾎﾟｻﾞｰﾄ錠10 ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ 10mg 大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害

剤，高脂血症治療剤
040709収載

t443 t443 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｲｺﾅｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ50 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 50mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

経口抗真菌剤 1004ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ中止
0911大洋薬品工業中止
0901日医工中止

t444  t444 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶ
ﾌﾟｾﾙ45mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大洋薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾑｺｾﾗﾑLｶﾌﾟｾ
ﾙ45)

t444  t444 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾑｺｾﾗﾑLｶﾌﾟｾﾙ45 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 45mg 大洋薬品工業 徐放性気道潤滑去痰剤 旧品名(090925ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ
45mg｢ﾀｲﾖｰ｣に変更)

ｔ 501 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾛｷｽﾘｯﾄﾞ錠150 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 150mg 大洋薬品工業 酸安定性・持続型ﾏｸﾛﾗｲ
ﾄﾞ系抗生剤

050708収載

t502 25mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
25mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 25mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 050708収載，商品名変更
に伴い(前:ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

t503 50mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾀｲﾖｰ｣

塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 50mg 大洋薬品工業 不整脈治療剤 050708収載，商品名変更
に伴い(前:ｻﾝﾘｽｶﾌﾟｾﾙ
25mg)

ｔ 505 裸錠 白 無 ｶﾙﾀﾚﾁﾝ錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 高ﾘﾝ血症治療剤 050708収載
ｔ 507 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｷﾈｯｸｽ錠50 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg 大洋薬品工業・科研製薬 ｱﾙﾄﾞｰｽ還元酵素阻害剤 050708収載
t 510 裸錠 淡黄 有 ｺﾞﾌﾟﾛﾝ錠2mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg 大洋薬品工業 持続性組織ACE阻害剤 0603薬価削除(販売実績

なし) 050708収載
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t 511 裸錠 白～微黄白 有 ｺﾞﾌﾟﾛﾝ錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 4mg 大洋薬品工業 持続性組織ACE阻害剤 0603薬価削除(販売実績
なし) 050708収載

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

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

ｔ 513 裸錠 白～帯黄白 有 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠

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

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

ｔ 515 裸錠 白～帯黄白 無 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.3mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.3mg 大洋薬品工業 糖尿病食後過血糖改善
剤

090925収載(商品名変更
に伴い，前:ﾍﾞﾝｼﾞｯｸｽ錠

ｔ 517 糖衣錠 黄緑 無 ﾖｰﾔｸｰﾙ錠80 ｾﾝﾅｴｷｽ 80mg(ｾﾝﾉｼﾄﾞ
Aとして

大洋薬品工業 便秘治療剤 050708収載

t 520 裸錠 白 有 ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.1mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

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

t 521 裸錠 白 有 ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠 ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業･ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙ
ﾏ

持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 旧品名(071221迄，新品
名:ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣)
0704販売会社社名変更
(前:科薬)

t 521 裸錠 白 有 ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾒｷﾀｼﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 持続性抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤 071221収載(商品名変更
に伴い，前:ｷﾀｾﾞﾐﾝ錠)

t522 t522 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙｷﾞｽﾀｯﾄｶﾌﾟｾﾙ75 塩酸ﾛｷｻﾁｼﾞﾝｱｾﾀｰﾄ 75mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 050708収載
t524 t524 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，

科研製薬
ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

t525 t525 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
科研製薬

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ 050708収載

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

050708収載

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

050708収載

t 601 裸錠 白～淡黄 無 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 50mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 070706収載
t 602 裸錠 白～淡黄 有 ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg｢ﾀｲ ｱｶﾙﾎﾞｰｽ 100mg 大洋薬品工業 食後過血糖改善剤 070706収載
ｔ 603 裸錠 白～淡黄白 有 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ﾀｲ

ﾖｰ｣
塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 125mg(ﾃﾙﾋﾞ

ﾅﾌｨﾝとして)
大洋薬品工業 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系経口抗真菌剤 060707収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 褐/白 ｱﾓﾋﾟｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg 大洋薬品工業 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ製剤 0710中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 250mg 大洋薬品工業 化学療法剤 02頃中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡黄/淡黄 ﾅﾘｼﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ500 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 500mg 大洋薬品工業 化学療法剤 0303中止

ｔ608 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ﾌﾗｾﾞﾐｼﾝｶﾌﾟｾﾙ ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生物質製
剤

0410中止 0208頃本体ｺｰ
ﾄﾞ化 0203ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

MF 裸錠 茶褐 無 ｴﾐﾅﾋﾟﾘﾝ錠 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg 大洋薬品工業 潰瘍性大腸炎治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0804迄)
TCL 250mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡緑/淡緑 ﾀｲｾﾌｧｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ ｾﾌｧﾄﾘｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘ

ｺｰﾙ
250mg 大洋薬品工業 経口用合成ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ

系抗生物質製剤
0504中止 02頃本体ｺｰﾄﾞ
化

裸錠 黄 有 ｱﾑﾎﾀｲｼﾝ錠 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg 大洋薬品工業 抗真菌性抗生物質製剤 9909中止 9806本体，ﾋｰﾄ
変更

t 615 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系抗生物質
製剤

060707収載

t617 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 100mg 大洋薬品工業 ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤 060707収載

CFIX 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡橙/淡橙 ｾﾌｨｰﾅｶﾌﾟｾﾙ100 ｾﾌｨｷｼﾑ 100mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｪﾑ系製剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄)
010706収載，ﾋｰﾄ表裏商
品名記載(ｶﾀｶﾅ)

FX ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾌﾙﾐｺｼﾝ錠100 ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 100mg 大洋薬品工業 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0711迄)
635 硬ｶﾌﾟｾﾙ 黄/黄白 ﾀｲｾﾌﾗﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌﾗｼﾞﾝ 250mg 大洋薬品工業 経口用ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系抗

生物質製剤
01頃中止 9711ﾋｰﾄ変更
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CCL 648 硬ｶﾌﾟｾﾙ 青/白 ｾｸﾛﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｾﾌｧｸﾛﾙ 250mg 大洋薬品工業 経口ｾﾌｪﾑ系抗生物質製
剤

0205ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 9705ﾋｰﾄ変更 9007
収載

t701 112.5 mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白～帯黄白/
白～帯黄白

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 112.5mg 大洋薬品工業 ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤，
気管支喘息治療剤

070706収載

t 702 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(腸溶
錠)

白 無 ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 抗血小板剤 090515収載

t 703 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg(ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ水和
物として)

大洋薬品工業･ｻﾞｲﾀﾞｽ
ﾌｧｰﾏ

広範囲経口抗菌製剤 090515収載

t 707 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 2mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
t 708 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 3mg 大洋薬品工業 抗精神病剤 070706収載
t 709 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～わずか

に灰帯白
無 ﾀﾝﾁﾊﾟﾝ配合錠 大洋薬品工業 総合消化酵素製剤 090925収載(商品名変更

に伴い，前:ﾀﾝﾁﾊﾟﾝ錠)
NTR 5 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄白 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701迄) 0205

ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
980710収載

NTR 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾊﾞﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠10 ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ 10mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0610迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

B 100 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠100 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 100mg 大洋薬品工業 高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄) 0209
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

B 200 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ（徐放
性）

白 無 ﾍﾞｽﾀﾘｯﾄL錠200 ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg 大洋薬品工業･日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

高脂血症治療剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
980710収載 ﾋｰﾄ裏一般
名記載(ｶﾀｶﾅ)

CD 裸錠 白 無 ﾁｬﾙﾄﾞｰﾙ錠1mg ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1mg 大洋薬品工業 緩下剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0902迄)
BC 裸錠 白 無 ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾐﾝ錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ，d-ﾏﾚｲﾝ酸

ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ
0.25mg，2mg 大洋薬品工業 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ配合剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0707迄) 9805

ﾋｰﾄ，製造元変更 9607収
載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 黄褐 無 ﾘｰﾀﾞｲ配合錠 塩化ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ，ｹﾞﾝﾉｼｮ
ｳｺｴｷｽ

37.5mg，
100mg

大洋薬品工業 止瀉剤 100528収載(商品名変更
に伴い，前:ﾘｰﾀﾞｲA錠)

ｔ 815 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 薄桃 無 ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 10mg 大洋薬品工業 消炎酵素製剤 1102自为回収 081107収
載

NC ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾚｽﾄﾏｰﾄN錠 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg 大洋薬品工業 脳循環･代謝改善剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0704迄) 0112
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠100 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

徐放性裸錠 白(表面が斑
点状)

有 ﾃﾙﾀﾞﾝ錠200 ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg 大洋薬品工業 気管支拡張剤 1008販売休止，自为回収
に伴い

SFC 裸錠 淡黄～黄 無 ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠50 ｿﾌｧﾙｺﾝ 50mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0207
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

SFC 100mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｿﾙﾆﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100 ｿﾌｧﾙｺﾝ 100mg 大洋薬品工業 粘膜保護･組織修復､胃
炎･胃潰瘍治療剤

旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄) 0208
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
000707収載

RD 75 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠75 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 75mg(ﾗﾆﾁｼﾞ
ﾝとして)

大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0702迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

RD 150 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｻﾞﾒｯｸ錠150 塩酸ﾗﾆﾁｼﾞﾝ 150mg(ﾗﾆﾁ
ｼﾞﾝとして)

大洋薬品工業・日本ｼﾞｪﾈ
ﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0612迄)
010706収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

Ca 250 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣250 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 250mg 大洋薬品工業 制酸剤 0804中止 020705収載，
ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

Ca 500 裸錠 白 無 炭ｶﾙ錠｢ﾀｲﾖｰ｣500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg 大洋薬品工業 制酸剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0802迄)
010706収載
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FMT 10 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0703迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

FMT 20 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～微黄白 無 ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠20mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg 大洋薬品工業・ｶｲｹﾞﾝ，
日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ

H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0701頃迄)
020705収載，ﾋｰﾄ裏商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

NZT 150mg 硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青緑/白 ｱﾃﾐﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ 150mg 大洋薬品工業 H2受容体拮抗剤 旧ﾋｰﾄｺｰﾄﾞ(0801迄)
020705収載

t 903 裸錠 白 無 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠5mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水
和物

5mg(ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸として)

大洋薬品工業 骨粗鬆症治療剤 090515収載

t 904 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

t 905 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠20mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

t 906 ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 淡黄 無 ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠30mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30mg(ﾌﾙﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝとして)

大洋薬品工業 HMG-CoA還元酵素阻害
剤

091113収載

t 923:5 裸錠 黄白 有 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠5mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

塩酸ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ 5mg 大洋薬品工業 持続性Ca拮抗降圧剤 091113収載

裸錠 白 有 ｱｸｾﾉﾝ錠 ｴﾄﾄｲﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 0402頃中止
裸錠 淡褐～緑褐 無 健胃錠 大日本住友製薬 苦味健胃･制酸剤 旧ｺｰﾄﾞ(0810迄)，承継に

伴い(陽進堂へ)
裸錠 白 無 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

裸錠 白 有 ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠50mg ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降
圧剤

旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

裸錠(正方形) 白 有 ｴﾝﾃﾞｭﾛﾝ錠 ﾒﾁｸﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 2.5mg 大日本製薬 持続性ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧･利
尿剤

0206中止 97ﾋｰﾄ変更，表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 橙黄 無 ｴｶﾞﾘﾝ錠 ｱﾙｻｰｵｷｼﾛﾝ 1mg 大日本製薬 降圧剤 9910中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704

収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠） 0110ﾋｰﾄ裏商
品名記載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠(200mg) ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg ｽﾃｱﾘﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 030704

収載（商品名変更 前：ｴﾘ
ｽﾛｼﾝ錠（200mg）） 0110
ﾋｰﾄ裏商品名記載

裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

裸錠 ほとんど白 有 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) ﾁｭｱﾌﾞﾙ
裸錠 ほとんど白 無 ｴﾘｽﾛｼﾝﾁｭｱﾌﾞﾙS ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg 大日本製薬 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 0105中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ) ﾁｭｱ
ﾌﾞﾙ錠

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(9705まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0112ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 0001ﾋｰﾄ表商品名
記載

裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｱｷﾈﾄﾝ錠1mg 塩酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 1mg 大日本住友製薬 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 070615収載(商品名変更

に伴い，前:ｱｷﾈﾄﾝ錠)
0203ﾋｰﾄ裏商品名記載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｱﾙｻﾈｰﾄｶﾌﾟｾﾙ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 50mg 大日本製薬 組織修復性消化性潰瘍
用剤

9002中止

裸錠 白 無 ｴﾃﾞｭﾚﾝ 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

経口黄体･卵胞ﾎﾙﾓﾝ剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) ﾋｰﾄ裏
に曜日記載

裸錠 白 有 ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ「ﾅｶﾞヰ」錠25mg 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 気管支拡張・鎮咳剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)，製造販
売元変更に伴い(新：日医

裸錠 白 有 ヱﾌｪﾄﾞﾘﾝ｢ﾅｶﾞヰ｣錠 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 25mg 大日本製薬 気管支拡張･鎮咳剤 旧品名(0211迄)
裸錠 白 無 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠25mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 25mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0001ﾋｰﾄ表商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 970127販売
裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 0110商品名変更(前:ｱﾚﾋﾞ

ｱﾁﾝ錠)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮

抗剤
旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

5mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬-明治製

菓
持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 960614収
載

10mg
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬-明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

0206ﾋｰﾄ表裏商品名記載
97ﾋｰﾄ裏変更(EBA削除)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬 持続性選択H1受容体拮
抗剤

97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(口腔内崩
壊錠)

薄紅 無 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠5mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 5mg 大日本住友製薬・明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

050708収載，ﾋｰﾄ耳：大

裸錠(口腔内崩
壊錠)

白 有 ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠10mg ｴﾊﾞｽﾁﾝ 10mg 大日本住友製薬･明治製
菓

持続性選択H1受容体拮
抗剤

1007頃割線追加 050708
収載，ﾋｰﾄ耳：大日本は

裸錠 白 有 ｸﾗﾝﾎﾟｰﾙ錠200mg ｱｾﾁﾙﾌｪﾈﾄﾗｲﾄﾞ 200mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 1101中止 071221収載(商
品名変更に伴い，前:ｸﾗﾝ
ﾎﾟｰﾙ錠)

裸錠 薄橙 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝHA錠20mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 20mg 大日本住友製薬 経口血糖降下剤 0605色変更(前:淡黄)
040709収載

裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本製薬 経口血糖降下剤 旧ｺｰﾄﾞ(9701まで)
裸錠 白 有 ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠40mg ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ 40mg 大日本住友製薬 経口血糖降下剤 040709収載，品名変更に

伴い（前：ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠）
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠2.5mg ｸｴﾝ酸ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 2.5mg 大日本住友製薬 消化管運動促進剤 980925収載 ﾋｰﾄ商品名

記載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧ
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

白 有 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg ｸｴﾝ酸ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ 5mg 大日本住友製薬 消化管運動促進剤 980925収載 ﾋｰﾄ商品名
記載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧ

裸錠 黄～橙黄 有 ｺｴﾝｻﾞQ錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 10mg 大日本製薬 心筋代謝賦活剤 9610中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 微橙黄/白半

透明
ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ20mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 20mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削

除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡紅/白半透
明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 30mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 青紫/白半透
明

ｶﾃﾞｨｱﾝｶﾌﾟｾﾙ60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 60mg 大日本住友製薬 持続性癌疼痛治療剤 0510ﾋｰﾄ変更(KAD削
除)，社名変更(合併)に伴
い 991126収載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ｽﾊﾟｽﾓﾘｰﾙ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 40mg 大日本製薬 膵･胆道系鎮痙剤 9603中止
裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本製薬 高尿酸血症治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg 大日本住友製薬 高尿酸血症治療剤 061208収載(商品名変更

に伴い，前:ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠)
97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠25mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 25mg 大日本製薬 ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ製剤 9611中止
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ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ｿﾌﾐﾝ錠50mg ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ 50mg 大日本製薬 ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ製剤 9611中止
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠0.75mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 010706収載(商品名の変

更 前:ｾﾚﾈｰｽ錠)，ﾋｰﾄ変
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9706本体

裏変更(SEARLE削除)
裸錠 白 有 ｾﾚﾈｰｽ錠1.5mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1.5mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 010706収載(商品名の変

更 前:ｾﾚﾈｰｽ錠)，ﾋｰﾄ変
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠1mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 1mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 0107ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本製薬 抗精神病剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ｾﾚﾈｰｽ錠3mg ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 3mg 大日本住友製薬 抗精神病剤 0107ﾋｰﾄ変更，表裏商品

名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠12.5mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 12.5mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧剤 97ﾋｰﾄ変更，表商品名記

載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本製薬 持続性ACE阻害降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠25mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 25mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧 03頃ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ

ﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ変更，表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠(ひょうた
ん形)

白 有 ｾﾀﾌﾟﾘﾙ錠50mg ｱﾗｾﾌﾟﾘﾙ 50mg 大日本住友製薬 持続性ACE阻害降圧剤 03頃ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶ
ﾀｶﾅ) 980710収載 ﾋｰﾄ表
商品名記載(ｶﾀｶﾅ)

SPR
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 旧ｺｰﾄﾞ(9707まで) 930827
収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(八角
形)

白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠100mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 1101中止

SPR
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白～帯黄白 無 ｽﾊﾟﾗ錠150mg ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 150mg 大日本製薬 持続性ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ抗菌剤 0111中止 930827収載

糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本製薬 強心配糖体 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 橙 無 ﾀﾙｰｼﾝ錠 ﾌﾟﾛｽｼﾗﾘｼﾞﾝ 0.25mg 大日本住友製薬 強心配糖体 0602中止 0507PTP包装

中止 97ﾋｰﾄ変更，表商品
名記載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠 帯黄白 無 ﾄﾚｸﾁﾝ錠100mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0008中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠(長円形) 帯黄白 有 ﾄﾚｸﾁﾝ錠200mg ﾄﾙﾒﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 鎮痛･抗炎症･解熱剤 0008中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 白 有 ﾄﾞﾗﾏﾐﾝ ｼﾞﾒﾝﾋﾄﾞﾘﾅｰﾄ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬

品)-大日本製薬
鎮暈･鎮吐剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社

名変更
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(長円
形)

類白 無 ﾄﾞﾙｺｰﾙ錠250mg ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本住友製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(0901迄)，製造販
売元変更に伴い(新：日医

糖衣錠 薄橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠10mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 10mg 大日本住友製薬 情動調整剤 0810頃色変更(前:淡黄
橙) 0207ﾋｰﾄ裏商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

糖衣錠 橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠25mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 情動調整剤 旧本体(1009迄) 020705
収載(商品名変更 前:ﾉﾘﾄ
ﾚﾝ錠)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 橙 無 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠25mg 塩酸ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ 25mg 大日本住友製薬 情動調整剤 1009本体変更(糖衣錠→
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ，25追加)

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ50mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 50mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾉﾙﾍﾟｰｽ100mg ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ 100mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

抗不整脈剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠10mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 旧ｺｰﾄﾞ(9803まで) 9509社
名変更

裸錠 白 有 ﾉﾙﾓﾃﾝｽ錠20mg 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 20mg 日本ﾓﾝｻﾝﾄ(旧:ｻｰﾙ薬
品)-大日本製薬

β 遮断剤 9705中止 9509社名変更

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠30mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 30mg 大日本住友製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

0203ﾋｰﾄ裏商品名記載
97ﾋｰﾄ変更，表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ)

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 14錠PTP
表に曜日記載

裸錠 白 有 ﾅﾃﾞｨｯｸ錠60mg ﾅﾄﾞﾛｰﾙ 60mg 大日本住友製薬 持続性高血圧･狭心症･
不整脈治療剤

02ﾋｰﾄ裏商品名記載(ｶﾀｶ
ﾅ)

裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本製薬 抗菌性化学療法剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
裸錠(長円形) 淡黄 有 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ錠 ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 250mg 大日本住友製薬 抗菌性化学療法剤 1101中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

75mg，75mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽD錠300 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ､
L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ

150mg，
150mg

大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸塩製剤 9611中止

250
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

μ g 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠250 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.25mg 大日本住友製薬 末梢性神経障害治療剤 1101中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本製薬 末梢性神経障害治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

μ g 糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾝｺﾐﾝ錠500 ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 0.5mg 大日本住友製薬 末梢性神経障害治療剤 1101中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 50mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾟﾅﾛﾝ錠 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg 大日本製薬 還元型ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ製剤 9611中止
糖衣錠 白 無 ﾊﾟｲﾅｰｾﾞ錠 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 1万ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ

単位
大日本製薬 抗炎症内服剤 9007中止

裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g 大日本製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

μ g 裸錠 白 無 ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠5μ g ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μ g(ﾘﾏﾌﾟﾛｽ
ﾄとして)

大日本住友製薬 経口ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE1誘
導体製剤

050610収載，品名変更に
伴い(前：ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠)

裸錠 白 有 複合ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ配合錠 ﾌｪﾆﾄｲﾝ､ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 67mg，33mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 090925収載(商品名変更
に伴い，前:複合ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ
錠) ﾊﾞﾗ包装のみ

裸錠 白 無 ﾋﾟﾛﾆｯｸ錠100mg 尿素(13C) 100mg 大日本住友製薬 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染診断
用剤

020614収載

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾍﾙﾀｽｶﾘｳﾑ錠 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg 大日本製薬 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ製剤 9705中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法 旧ｺｰﾄﾞ(9704まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠100mg ｴﾉｷｻｼﾝ 100mg 大日本住友製薬 広範囲抗菌性化学療法 1101中止
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本製薬 広範囲抗菌性化学療法
剤

旧ｺｰﾄﾞ(97まで)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ(楕円
形)

類白 無 ﾌﾙﾏｰｸ錠200mg ｴﾉｷｻｼﾝ 200mg 大日本住友製薬 広範囲抗菌性化学療法
剤

1101中止

糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 微黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠5mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 5mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 0004中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本製薬 持続型血管拡張降圧剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 淡黄 無 ﾌﾟﾚｽﾓｰﾄﾞ錠10mg ｶﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 10mg 大日本住友製薬 持続型血管拡張降圧剤 0705中止 0202ﾋｰﾄ裏商

品名記載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ
変更，表商品名記載

硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製
薬

持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202
収載
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硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 50mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大日本住友製
薬

持続性不整脈治療剤 9708ﾋｰﾄ変更，商品名記
載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ

PIM
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾜｰﾅｰﾗﾝﾊﾞｰﾄ-大日本製

薬
持続性不整脈治療剤 旧ｺｰﾄﾞ(9708まで) 941202

収載
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 100mg ﾌｧｲｻﾞｰ-大日本住友製

薬
持続性不整脈治療剤 9708ﾋｰﾄ変更，商品名記

載(表:ｶﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯ
硬ｶﾌﾟｾﾙ 淡青/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ3mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 3mg 大日本製薬 抗不安剤 9002中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸二ｶﾘｳﾑ 7.5mg 大日本住友製薬 抗不安剤 旧ｺｰﾄﾞ(0603迄) 97ﾋｰﾄ変

更，表商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
糖衣錠 白 無 ﾓﾃﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾚｾﾙﾋﾟﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾁ

ﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ
7.5mg 大日本製薬 血圧降下剤 9002中止

裸錠 白 有 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg大日本 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤 旧品名(110301ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠
250㎎｢日医工｣に変更，
製造販売元が日医工へ
変更に伴い)

裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで) 9306本体

裸錠 白 有 ﾏｲｿﾘﾝ錠 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ 250mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧品名（0407迄），品名変
更（新：ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ錠250mg
大日本）

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤、躁病・躁

状態治療剤
0405頃製剤変更（小型
化） 0002ﾋｰﾄ表商品名記
載(ｶﾀｶﾅ) 97ﾋｰﾄ変更

糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本製薬 抗てんかん剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
糖衣錠 白 無 ﾊﾞﾚﾘﾝ錠200mg ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg 大日本住友製薬 抗てんかん剤、躁病・躁

状態治療剤
0405頃製剤変更（小型
化） 010706収載(商品名
の変更 前:ﾊﾞﾚﾘﾝ錠)

裸錠 薄橙 有 ﾏｲｽﾀﾝ錠5mg ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ 5mg 大日本住友製薬･ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

抗てんかん剤 03頃ﾋｰﾄ変更 000502収
載，ﾋｰﾄ商品名記載(表:ｶ
ﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

裸錠 白 有 ﾏｲｽﾀﾝ錠10mg ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ 10mg 大日本住友製薬･ｱﾙﾌﾚｯ
ｻﾌｧｰﾏ

抗てんかん剤 03頃ﾋｰﾄ変更 000502収
載，ﾋｰﾄ商品名記載(表:ｶ
ﾀｶﾅ，裏:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 100mg 共和薬品工業 中枢神経賦活剤 旧ﾋｰﾄ(0311迄)，0310製

造承継（大日本製薬よ
り），伴い商品名ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ
錠100mgへ変更

ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 脳代謝機能改善剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
ﾌｨﾙﾑｺｰﾄ 白 無 ﾙｼﾄﾞﾘｰﾙ錠200mg 塩酸ﾒｸﾛﾌｪﾉｷｻｰﾄ 200mg 大日本製薬 中枢神経賦活剤 0107中止 97ﾋｰﾄ変更，表

商品名記載(ｶﾀｶﾅ)
裸錠 淡類橙 無 ﾚｺﾙﾃﾞｨｰﾙ錠 ｴﾌﾛｷｻｰﾄ 30mg 大日本製薬 冠循環増強剤 9501中止
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg 大日本製薬 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(97まで)
硬ｶﾌﾟｾﾙ 白/白 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 1mg ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 止瀉剤 旧ｺｰﾄﾞ(0811迄) 060609

収載(商品名変更に伴
い，前:ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ)

裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

旧ｺｰﾄﾞ(9705まで) 910823
収載

裸錠 白 有 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg ﾒﾁﾙ硫酸ｱﾒｼﾞﾆｳﾑ 10mg 大日本住友製薬 本態性･起立性･透析時
低血圧治療剤

9705ﾋｰﾄ変更，表商品名
記載(ｶﾀｶﾅ)
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