
 

 

 

 

2009 年 11 月 13 日 

報道関係各位 

東和薬品株式会社       

               代表取締役社長 吉田逸郎   

                      （コード番号 4553 東証第一部） 

 

 東和薬品：１８成分３０品目を新発売  

 

東和薬品株式会社（本社:大阪府門真市新橋町、代表取締役社長:吉田逸郎）は、

薬価基準追補収載医薬品１８成分３０品目を本日１１月１３日に販売開始いたし

ました。 

 

新発売製品：１８成分３０品目（別表参照） 

剤形別：内用剤２２品目、外用剤２品目、注射剤６品目 

 

主要製品 

・サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「トーワ」 

 サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「トーワ」 

・レバミピド錠 100mg「トーワ」 

・セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg「トーワ」 

 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「トーワ」 

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10%「トーワ」 

・レボフロキサシン内用液 25mg/mL「トーワ」 

 

売上見込 

今回新発売製品の売上を２億円見込んでおります。（２０１０年３月期） 

 

東和薬品はジェネリック医薬品を通じて医療現場のニーズにお応えできるよう、

優れた製剤技術を盛り込んだ製品開発と安定供給に努めてまいります。 
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会 社 概 要 
 

■社名       東和薬品株式会社 

■本社     〒５７１－８５８０ 大阪府門真市新橋町２－１１ 

      電話：０６－６９００－９１００（代表） 

    URL: http://www.towayakuhin.co.jp 

■代表者名    代表取締役社長 吉田逸郎 

■創業     昭和２６年６月 

■設立     昭和３２年４月 

■東証第１部上場  平成１７年３月 

■資本金     ４７億１７７０万円 

■事業内容     医療用医薬品の製造・販売 

自社製品 ４８４品目 

    お問合わせ先： 東和薬品株式会社 広報室 担当：三喜／酒井／勝浦 

                  〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号 

                  TEL.０６－６９００－９１０２ FAX.０６－６９０８－６０６０ 
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（別表）      東和薬品 新製品（平成 21 年 11 月追補収載） 
 
新発売：１８成分３０品目 （○初収載品目：（４成分）８品目） 

 

 販  売  名 成 分 名 薬 効 分 類 名 先発・参考医薬品名（会社名） 

サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「トーワ」 ○ アンプラーグ錠50mg（田辺三菱） 

サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「トーワ」 ○
サルポグレラート塩酸塩 5-HT2 ブロッカー 

アンプラーグ錠100mg（田辺三菱） 

レバミピド錠 100mg「トーワ」 レバミピド   胃炎・胃潰瘍治療剤 ムコスタ錠 100mg（大塚製薬）

テモカプリル塩酸塩錠 1mg「トーワ」 エースコール錠 1mg（第一三共） 

テモカプリル塩酸塩錠 2mg「トーワ」 エースコール錠 2mg（第一三共） 

テモカプリル塩酸塩錠 4mg「トーワ」 

テモカプリル塩酸塩  胆汁・腎排泄型 ACE 阻害剤

エースコール錠 4mg（第一三共） 

セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg「トーワ」 
（製造販売元：シー･エイチ・オー新薬） 

フロモックス錠 75mg（塩野義） 

セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「トーワ」 
（製造販売元：シー･エイチ・オー新薬） 

フロモックス錠 100mg（塩野義） 

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 

10%「トーワ」
○

セフカペン ピボキシル 

塩酸塩水和物（日局） 
経口用セフェム系抗生物質製剤 

フロモックス小児用細粒 100mg（塩野義） 

レボフロキサシン内用液 25mg/mL「トーワ」 ○ レボフロキサシン水和物   広範囲経口抗菌製剤 クラビット錠、クラビット細粒（第一三共）

リスペリドン OD 錠 1mg「トーワ」 リスパダール OD 錠 1mg（ヤンセン） 

内
用
剤 

リスペリドン OD 錠 2mg「トーワ」 
リスペリドン  抗精神病剤

リスパダール OD 錠 2mg（ヤンセン） 

ジクロフェナク Na テープ 15mg「トーワ」 
（製造販売元：ニプロジェネファ） 

ボルタレンテープ 15mg（同仁=ノバルティス） 

ナボールテープ 15mg（久光） 外
用
剤 ジクロフェナク Na テープ 30mg「トーワ」 

（製造販売元：ニプロジェネファ） 

ジクロフェナクナトリウム（日局）  経皮鎮痛消炎剤

ボルタレンテープ 30mg（同仁=ノバルティス） 

ナボールテープ L30mg（久光） 

メロペネム点滴静注用 0.25g「トーワ」 メロペン点滴用バイアル 0.25g（大日本住友） 

メロペネム点滴静注用 0.5g「トーワ」 
メロペネム水和物（日局）  カルバペネム系抗生物質製剤

メロペン点滴用バイアル 0.5g（大日本住友） 

ガドジアミド静注 32%シリンジ 5mL「トーワ」 ○ オムニスキャン静注 32%シリンジ 5mL（第一三共） 

ガドジアミド静注 32%シリンジ 10mL「トーワ」 ○ オムニスキャン静注 32%シリンジ 10mL（第一三共） 

ガドジアミド静注 32%シリンジ 15mL「トーワ」 ○ オムニスキャン静注 32%シリンジ 15mL（第一三共） 

注
射
剤 

ガドジアミド静注 32%シリンジ 20mL「トーワ」 ○

ガドジアミド水和物  非イオン性 MRI 用造影剤

オムニスキャン静注 32%シリンジ 20mL（第一三共） 
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（ 規格揃え品目 ） 

 販  売  名 成 分 名 薬 効 分 類 名 先発・参考医薬品名（会社名） 

シプキサノン錠 100mg 塩酸シプロフロキサシン   広範囲経口抗菌剤 シプロキサン錠100mg（バイエル）

ホスマイカプセル 250mg 
ホスホマイシンカルシウム 

水和物（日局） 
ホスホマイシン系抗生物質製剤  ホスミシン錠250（明治製菓）

チーカプト錠 400mg シメチジン（日局） H2 受容体拮抗剤 タガメット錠 400mg（大日本住友） 

リシノプリル錠 5mg「トーワ」 
ロンゲス錠 5mg（塩野義） 

ゼストリル錠 5（アストラゼネカ） 

リシノプリル錠 20mg「トーワ」 

リシノプリル水和物（日局）  持続性 ACE 阻害剤
ロンゲス錠 20mg（塩野義） 

ゼストリル錠 20（アストラゼネカ）  

ジムロスト錠 5mg マニジピン塩酸塩（日局）   持続性Ｃａ拮抗降圧剤 カルスロット錠 5（武田）

セレスナット錠 60mg ジルチアゼム塩酸塩（日局）   Ｃａ拮抗剤 ヘルベッサー錠 60（田辺三菱）

エルメサット錠 1mg 
ジヒドロエルゴトキシンメシル 

酸塩（日局） 
末梢循環障害改善剤  ヒデルギン舌下錠 1mg（ノバルティス）

テオフルマート L 錠 100mg テオフィリン（日局）   キサンチン系気管支拡張剤 ユニフィル LA 錠 100mg（大塚製薬）

内
用
剤 

スカルナーゼ錠 2mg ロフラゼプ酸エチル   持続性心身安定剤 メイラックス錠 2mg（明治製菓）
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