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新発売のお知らせ 

2013年6月追補収載予定品 

医療関係者 各位 

謹 啓 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、6月に追補収載が予定されております下記の製品を新発売いたしますので、ご案内申し上げます。 

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

謹 白 

記 

 
Ⅰ．発売日について 

◇ 発 売 日：２０１３年６月追補収載品薬価収載日 

 

 

薬 効 分 類 名  製 品 名  他 社 品 名 （ 会 社 名 ）  

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 

プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg「日医工」 
ビ・シフロール錠 0.125mg 

（日本ベーリンガー）

プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg「日医工」 
ビ・シフロール錠 0.5mg 

（日本ベーリンガー）

持続性 Ca 拮抗剤 

アゼルニジピン錠 8mg「日医工」 
カルブロック錠 8mg 

（第一三共）

アゼルニジピン錠 16mg「日医工」 
カルブロック錠 16mg 

（第一三共）

速効型食後血糖降下剤 

日本薬局方 ナテグリニド錠 
ナテグリニド錠 30mg「日医工」 

ファスティック錠 30 
（味の素製薬＝持田）

スターシス錠 30mg 

（アステラス）

日本薬局方 ナテグリニド錠 
ナテグリニド錠 90mg「日医工」 

ファスティック錠 90 
（味の素製薬＝持田）

スターシス錠 90mg 

（アステラス）

骨粗鬆症治療剤 
日本薬局方 リセドロン酸ナトリウム錠 
リセドロン酸 Na 錠 17.5mg「日医工」 

アクトネル錠 17.5mg 
（味の素製薬＝エーザイ）

ベネット錠 17.5mg 

（武田）
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薬 効 分 類 名  製 品 名  他 社 品 名 （ 会 社 名 ）  

アレルギー性疾患治療剤 

オロパタジン塩酸塩 OD 錠 2.5mg「日医工」 
アレロック OD 錠 2.5 

（協和発酵キリン）

オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg「日医工」 
アレロック OD 錠 5 

（協和発酵キリン）

持続性選択H1受容体拮抗・ 

アレルギー性疾患治療剤 
ロラタジンドライシロップ 1％「日医工」 

クラリチンドライシロップ 1％ 

（MSD＝塩野義）

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 

ロキソプロフェンナトリウムテープ 50mg「日医工」
ロキソニンテープ 50mg 

（リードケミカル＝第一三共）

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」
ロキソニンテープ 100mg 

（リードケミカル＝第一三共）

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」
ロキソニンパップ 100mg 

（リードケミカル＝第一三共）

抗悪性腫瘍剤 

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「日医工」 

カンプト点滴静注 40mg 
（ヤクルト）

トポテシン点滴静注 40mg 

（第一三共）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「日医工」 

カンプト点滴静注 100mg 
（ヤクルト）

トポテシン点滴静注 100mg 

（第一三共）

抗血小板剤 

シロスタゾール OD 錠 50mg「タカタ」 
プレタール OD 錠 50mg 

（大塚製薬）

シロスタゾール OD 錠 100mg「タカタ」 
プレタール OD 錠 100mg 

（大塚製薬）

 

 

 

Ⅱ．製品情報について 

製品名 プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg「日医工」

【規 制 区 分】：劇薬，処方せん医薬品（注意－医師等の

処方せんにより使用すること） 

【貯 法】：室温保存，遮光保存 

【使 用 期 限】：３年 

 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP0100錠 376-06381-4 4987376063814 （01）14987376063811 （01）04987376063869 
 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

PTP100錠 （10錠×10） 48×132×34 61 260×289×297 4.8 70 
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製品名  プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg「日医工」 

【規 制 区 分】：劇薬，処方せん医薬品（注意－医師等の

処方せんにより使用すること） 

【貯 法】：室温保存，遮光保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP0100錠 376-06391-3 4987376063913 （01）14987376063910 （01）04987376063968 

PTP0500錠 376-06392-0 4987376063920 （01）14987376063927 （01）04987376063968 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

PTP100錠 （10錠×10） 060×140×34 079 295×315×261 5.4 60 

PTP500錠 （10錠×50） 100×140×61 290 295×315×261 6.4 20 

 

製品名  アゼルニジピン錠 8mg「日医工」 

【規 制 区 分】：処方せん医薬品（注意－医師等の処方 

せんにより使用すること） 

【貯 法】：室温保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP0100錠 376-04321-2 4987376043212 （01）14987376043219 （01）04987376043267 

PTP0500錠 376-04322-9 4987376043229 （01）14987376043226 （01）04987376043267 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

PTP100錠 （10錠×10） 050×106×036 040 270×375×240 4.5 100 

PTP500錠 （10錠×50） 045×130×101 160 280×365×230 5.0 028 

 

製品名  アゼルニジピン錠 16mg「日医工」 

【規 制 区 分】：処方せん医薬品（注意－医師等の処方 

せんにより使用すること） 

【貯 法】：室温保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP0100錠 376-04331-1 4987376043311 （01）14987376043318 （01）04987376043359 

PTP0140錠 376-04332-8 4987376043328 （01）14987376043325 （01）04987376043366 

PTP0500錠 376-04333-5 4987376043335 （01）14987376043332 （01）04987376043359 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

PTP100錠 （10錠×10） 56×121×040 062 265×410×250 4.8 70 

PTP140錠 （14錠×10） 56×156×040 080 340×390×235 5.4 60 

PTP500錠 （10錠×50） 53×150×116 256 325×420×265 7.9 28 
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製品名  
日本薬局方 ナテグリニド錠 
ナテグリニド錠 30mg「日医工」 

【規 制 区 分】：処方せん医薬品（注意－医師等の処方 

せんにより使用すること） 

【貯 法】：気密容器で室温保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP0100錠 376-04661-9 4987376046619 （01）14987376046616 （01）04987376046657 

PTP0210錠 376-04662-6 4987376046626 （01）14987376046623 （01）04987376046664 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

PTP100錠 （10錠×10） 48×115×39 44 315×441×274 6.0 120 

PTP210錠 （21錠×10） 55×150×39 63 246×446×169 3.2 040 

 

製品名  
日本薬局方 ナテグリニド錠 
ナテグリニド錠 90mg「日医工」 

【規 制 区 分】：処方せん医薬品（注意－医師等の処方 

せんにより使用すること） 

【貯 法】：気密容器で室温保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP0100錠 376-04671-8 4987376046718 （01）14987376046715 （01）04987376046756 

PTP0210錠 376-04672-5 4987376046725 （01）14987376046722 （01）04987376046763 

PTP0500錠 376-04673-2 4987376046732 （01）14987376046739 （01）04987376046756 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

PTP100錠 （10錠×10） 048×115×39 049 315×441×274 6.6 120 

PTP210錠 （21錠×10） 055×150×39 073 246×446×169 3.6 040 

PTP500錠 （10錠×50） 110×160×42 188 246×446×189 4.5 020 

 

製品名  
日本薬局方 リセドロン酸ナトリウム錠 
リセドロン酸 Na 錠 17.5mg「日医工」 

【規 制 区 分】：劇薬，処方せん医薬品（注意－医師等の

処方せんにより使用すること） 

【貯 法】：室温保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP020錠 376-18231-7 4987376182317 （01）14987376182314 （01）04987376182362 

PTP040錠 376-18232-4 4987376182324 （01）14987376182321 （01）04987376182362 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個）

PTP020錠 （2錠×10） 77×125×36 086 246×365×280 5.8 60 

PTP040錠 （2錠×20） 63×125×78 150 246×365×280 5.1 30 
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製品名  オロパタジン塩酸塩 OD 錠 2.5mg「日医工」 
【貯 法】：気密容器で室温保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 
包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP0100錠 376-00211-0 4987376002110 （01）14987376002117 （01）04987376002158 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

PTP100錠 （10錠×10） 55×123×39 51 315×441×274 5.8 100 

 

製品名 オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg「日医工」
【貯 法】：気密容器で室温保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 
包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP0100錠 376-00221-9 4987376002219 （01）14987376002216 （01）04987376002257 

PTP0500錠 376-00222-6 4987376002226 （01）14987376002223 （01）04987376002257 

バラ0500錠 376-00223-3 4987376002233 （01）14987376002230 （01）04987376002264 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

PTP100錠 （10錠×10） 055×123×039 058 315×441×274 6.5 100 

PTP500錠 （10錠×50） 117×139×056 246 256×606×189 5.6 020 

バラ0500錠 050×145×115 157 246×541×169 3.8 020 

 

製品名  ロラタジンドライシロップ 1％「日医工」

【規 制 区 分】：処方せん医薬品（注意－医師等の処方せ

んにより使用すること）  

【貯 法】：気密容器で室温保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

0.5g×150包 376-01892-0 4987376018920 （01）14987376018927 （01）04987376018968 

バラ 100g 376-01891-3 4987376018913 （01）14987376018910 （01）04987376018951 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

0.5g×150包 110×110×065 123 226×441×149 2.3 12 

バラ 100g 040×125×106 130 226×441×149 3.0 20 
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製品名  ロキソプロフェンナトリウムテープ 50mg「日医工」 
【貯 法】：気密容器で室温保存，遮光保存 

【使 用 期 限】：２年 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

070枚 376-00401-5 4987376004015 （01）14987376004012 （01）04987376004060 

350枚 376-00403-9 4987376004039 （01）14987376004036 （01）04987376004060 

700枚 376-00402-2 4987376004022 （01）14987376004029 （01）04987376004060 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

070枚 （7枚×010） 135×163×060 0,250 285×505×265 06.8 24 

350枚 （7枚×050） 172×277×163 1,270 289×359×354 05.5 04 

700枚 （7枚×100） 277×327×163 2,450 339×569×354 10.5 04 

 

製品名  ロキソプロフェンナトリウムテープ 100mg「日医工」
【貯 法】：気密容器で室温保存，遮光保存 

【使 用 期 限】：２年 

◇ 各種コード 
包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

070枚 376-00411-4 4987376004114 （01）14987376004111 （01）04987376004169 

350枚 376-00413-8 4987376004138 （01）14987376004135 （01）04987376004169 

700枚 376-00412-1 4987376004121 （01）14987376004128 （01）04987376004169 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

070枚 （7枚×010） 174×194×060 0,500 363×596×262 12.5 24 

350枚 （7枚×050） 205×360×163 2,350 374×426×354 09.9 04 

700枚 （7枚×100） 365×410×163 4,650 378×423×354 10.1 02 

 

製品名 ロキソプロフェンナトリウムパップ 100mg「日医工」
【貯 法】：気密容器で室温保存，遮光保存 

【使 用 期 限】：２年６ヵ月 

◇ 各種コード 
包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

070枚 376-00421-3 4987376004213 （01）14987376004210 （01）04987376004268 

350枚 376-00422-0 4987376004220 （01）14987376004227 （01）04987376004268 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

070枚 （7枚×10） 153×214×110 1,025 320×443×237 8.8 8 

350枚 （7枚×50） 232×330×293 5,200 232×330×293 5.2 1 
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製品名  イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「日医工」

【規 制 区 分】：劇薬，処方せん医薬品（注意－医師等の

処方せんにより使用すること） 

【貯 法】：室温保存，遮光保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

2mL×1バイアル 376-20961-8 4987376209618 （01）14987376209615 （01）04987376209694 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

2mL×1バイアル 38×38×57 28 286×396×126 4.4 140 

 

製品名  イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「日医工」

【規 制 区 分】：劇薬，処方せん医薬品（注意－医師等の

処方せんにより使用すること） 

【貯 法】：室温保存，遮光保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 

包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

5mL×1バイアル 376-20971-7 4987376209717 （01）14987376209714 （01）04987376209793 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

5mL×1バイアル 38×38×57 31 286×396×126 4.8 140 

 

製品名  シロスタゾール OD 錠 50mg「タカタ」 
【貯 法】：室温保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 
包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP0100錠 376-39831-2 4987376398312 （01）14987376398319 （01）04987376398350 

PTP0280錠 376-39832-9 4987376398329 （01）14987376398326 （01）04987376398367 

PTP0500錠 376-39833-6 4987376398336 （01）14987376398333 （01）04987376398350 

バラ0500錠 376-39834-3 4987376398343 （01）14987376398340 （01）04987376398374 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

PTP100錠（10錠×10） 45×105×034 042 246×444×206 4.6 100 

PTP280錠（14錠×20） 62×135×045 094 286×333×122 2.2 020 

PTP500錠（10錠×50） 50×145×106 161 269×309×136 1.9 010 

バラ500錠（プラスチック瓶） 57×057×091 122 246×309×119 2.7 020 
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製品名  シロスタゾール OD 錠 100mg「タカタ」
【貯 法】：室温保存 

【使 用 期 限】：３年 

◇ 各種コード 
包装規格 統一商品コード ＪＡＮコード 販売包装単位コード 調剤包装単位コード 

PTP0100錠 376-39841-1 4987376398411 （01）14987376398418 （01）04987376398459 

PTP0280錠 376-39842-8 4987376398428 （01）14987376398425 （01）04987376398466 

PTP0500錠 376-39843-5 4987376398435 （01）14987376398432 （01）04987376398459 

バラ0500錠 376-39844-2 4987376398442 （01）14987376398449 （01）04987376398473 

◇ 個装箱・元梱包サイズ等 

包装規格 
個装箱 元梱包 

縦×横×高さ（mm） 重量（g） 縦×横×高さ（mm） 重量（kg） 入数（個） 

PTP100錠（10錠×10） 50×115×041 064 266×481×239 6.8 100 

PTP280錠（14錠×20） 63×159×051 147 334×336×135 3.3 020 

PTP500錠（10錠×50） 50×150×127 256 271×316×159 2.9 010 

バラ500錠（プラスチック瓶） 67×067×120 212 289×356×150 4.6 020 

 

以上 


