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2017 年 6 月 15 日 

報道関係各位 

東和薬品株式会社 

 

新製品 12 成分 35 品目を 6 月 16 日より発売 
飲みやすさ、扱いやすさを追求したジェネリック医薬品 

 

 

東和薬品株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎）は、本日 6 月 15 日に官報 

告示された新製品 12 成分 35 品目について、薬価基準追補収載される 6 月 16 日より発売いたします 

ことを、お知らせいたします。 

追補収載される新製品の売上（2018 年 3 月期）は、約 26 億円を見込んでおります。 

なお、今回の発売により、当社の製品数は 336 成分 733 品目となり、当社独自の RACTAB（ラクタブ）

技術を用いた OD 錠（口腔内崩壊錠）は 32 成分 73 品目になります。 

 

 

新製品の主な特長 

テルミサルタン製剤 初の OD 錠（OD 錠/錠） 

＜当社独自の RACTAB 技術で誕生＞ 

・水なしでも飲める OD 錠は、「RACTAB 技術」を採用することで、「崩壊性」と「硬度」を両立し、一

包化にも対応した、飲みやすく扱いやすい製剤です。 

・自動分包機を用いて一包化するには、ある程度の高さからの落下にも耐えられる硬度が必要となります。

本製品は、自動分包機落下試験の結果、割れ欠けは認められず、自動分包機での一包化が可能な結果

が得られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テルミサルタン OD 錠 20ｍｇ「トーワ」及びテルミサルタン OD 錠 40ｍｇ「トーワ」において、加湿の有無に関わらず、 

すべての条件で割れ・欠けは認められなかった 1） 

1）東和薬品株式会社 社内資料：自動分包機落下試験 
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当社の製剤技術でより使いやすく アリピプラゾール（OD 錠/錠/散/内用液） 

＜様々なニーズに応える東和薬品の製品＞ 

・OD 錠/錠/散/内用液の 4 種類をラインアップし、豊富な選択肢で患者様の状況に応じて、適した剤形

を選択頂けるよう工夫いたしました。 

・OD 錠/錠の包装には、透明の PTP を使用することで視認しやすく、扱いやすい製剤としました。 

また、一錠ごとに製品名と規格を大きく表示し、スリットで切り離した後にも GS1 コードを読み取れ

るようスリットごとにコードを表示し、識別性を向上しております。 

・内用液には、マスキング技術に加え、ネーブルオレンジ風味の香料を使用することで、苦味を感じに

くく、飲みやすい製品といたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像サイズは原寸ではございません 

 

お薬の情報をより簡単に確認頂ける スマートフォン用ウェブサイト 

 リザトリプタン OD 錠 10mg「トーワ」の PTP 包装には、QR コードを表示しております。 

この QR コードをスマートフォンなどで読み取って頂くと、薬の情報を確認できるスマートフォン用

のサイトを簡単にご覧頂けます。片頭痛の発生時でも、すぐに薬の情報をご確認頂けるよう工夫いた

しました。今後も、様々な方法を通じて薬の情報提供に尽力してまいります。 
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安定性の高い製品をめざして 

 当社では、様々な条件でも保存しやすい安定性の高い製品をめざして、製剤設計や包装を最適化し、

より長く保管できる研究に取り組んでいます。この度、新発売いたしますエンテカビル錠 0.5mg「ト

ーワ」は、処方・製法を最適化し、加速試験と長期保存試験の結果から 2 年の使用期限のところ、3

年の使用期限を担保いたしました。 

今後も既存品を含め、多様な条件下おいても安定性の高い製品の研究に取り組み、より長く保存でき

る製品を開発してまいります。 

 

 

以上 

 

≪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番11号 

■ 代表者名 代表取締役社長 吉田逸郎 

■ 事業内容 医療用医薬品（ジェネリック医薬品）の製造・販売 

■ 自社製品数 709品目（2016年12月現在） 

■ 従業員数 2,279名（2017年4月1日現在） 

 

＜お問い合わせ先＞ 

東和薬品株式会社 広報・IR室 

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号 

TEL: 06-6900-9102 / FAX: 06-6908-6060 

E-mail: kouhou@towayakuhin.co.jp 
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（別表）

東和薬品 新製品（平成29年6月追補収載）

新発売：12成分35品目　( 初 ：初収載品目・9成分29品目)

販　　売　　名 成　分　名 薬　効　分　類　名 先発・代表薬剤名（会社名）

初 テルミサルタンOD錠20mg｢トーワ｣
※2 ミカルディス錠20mg （日本ベーリンガー=アステラス）

初 テルミサルタンOD錠40mg｢トーワ｣
※2 ミカルディス錠40mg （日本ベーリンガー=アステラス）

初 テルミサルタン錠20mg｢トーワ｣ ミカルディス錠20mg （日本ベーリンガー=アステラス）

初 テルミサルタン錠40mg｢トーワ｣ ミカルディス錠40mg （日本ベーリンガー=アステラス）

初 テルミサルタン錠80mg｢トーワ｣ ミカルディス錠80mg （日本ベーリンガー=アステラス）

初 テラムロ配合錠AP｢トーワ｣ ミカムロ配合錠AP（日本ベーリンガー=アステラス）

初 テラムロ配合錠BP｢トーワ｣ ミカムロ配合錠BP（日本ベーリンガー=アステラス）

初 テルチア配合錠AP｢トーワ｣ ミコンビ配合錠AP（日本ベーリンガー=アステラス）

初 テルチア配合錠BP｢トーワ｣ ミコンビ配合錠BP（日本ベーリンガー=アステラス）

カムシア配合錠LD｢トーワ｣ ユニシア配合錠LD（武田）

カムシア配合錠HD｢トーワ｣ ユニシア配合錠HD（武田）

初 ミグリトール錠25mg｢トーワ｣ セイブル錠25mg（三和化学）

初 ミグリトール錠50mg｢トーワ｣ セイブル錠50mg（三和化学）

初 ミグリトール錠75mg｢トーワ｣ セイブル錠75mg（三和化学）

初 アリピプラゾールOD錠3mg｢トーワ｣
※1 エビリファイOD錠3mg（大塚製薬）

初 アリピプラゾールOD錠6mg｢トーワ｣
※1 エビリファイOD錠6mg（大塚製薬）

初 アリピプラゾールOD錠12mg｢トーワ｣
※1 エビリファイOD錠12mg（大塚製薬）

初 アリピプラゾールOD錠24mg｢トーワ｣
※1 エビリファイOD錠24mg（大塚製薬）

初 アリピプラゾール錠3mg｢トーワ｣
※1 エビリファイ錠3mg（大塚製薬）

初 アリピプラゾール錠6mg｢トーワ｣
※1 エビリファイ錠6mg（大塚製薬）

初 アリピプラゾール錠12mg｢トーワ｣
※1 エビリファイ錠12mg（大塚製薬）

初 アリピプラゾール錠24mg｢トーワ｣
※1※2 エビリファイOD錠24mg（大塚製薬）

初 アリピプラゾール散1%｢トーワ｣
※1 エビリファイ散1%（大塚製薬）

初 アリピプラゾール内用液3mg分包｢トーワ｣
※1

初 アリピプラゾール内用液6mg分包｢トーワ｣
※1

初 アリピプラゾール内用液12mg分包｢トーワ｣
※1

初 エンテカビル錠0.5mg｢トーワ｣ エンテカビル水和物 抗ウイルス化学療法剤 バラクルード錠0.5mg（BMS）

エビリファイ内用液0.1%（大塚製薬）

内
用
剤

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/

利尿薬合剤

カンデサルタン　シレキセチル/
アムロジピンベシル酸塩

持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/
持続性Ca拮抗薬配合剤

ミグリトール 糖尿病食後過血糖改善剤

テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩
胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/

持続性Ca拮抗薬合剤

テルミサルタン 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー

アリピプラゾール 抗精神病薬
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ホリナート錠25mg｢トーワ｣ ホリナートカルシウム 還元型葉酸製剤
ユーゼル錠25mg（大鵬薬品）
ロイコボリン錠25mg（ファイザー）

初 リザトリプタンOD錠10mg｢トーワ｣ リザトリプタン安息香酸塩 5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤 マクサルトRPD錠10mg（杏林=エーザイ）

初 ジエノゲスト錠1mg｢トーワ｣
※1 ジエノゲスト 子宮内膜症治療剤 ディナゲスト錠1mg（持田）

モンテルカストOD錠5mg｢トーワ｣
※2 キプレス錠5mg（杏林）

シングレア錠5mg（MSD）

モンテルカストOD錠10mg｢トーワ｣
キプレスOD錠10mg（杏林）
シングレアOD錠10mg（MSD）

初 モンテルカストチュアブル錠5mg｢トーワ｣
キプレスチュアブル錠5mg（杏林）
シングレアチュアブル錠5mg（MSD）

初 モンテルカスト細粒4mg｢トーワ｣
キプレス細粒4mg（杏林）
シングレア細粒4mg（MSD）

アムバロ配合OD錠｢トーワ｣ バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩 
選択的AT1受容体ブロッカー／

持続性Ca拮抗薬合剤
エックスフォージ配合OD錠（ノバルティス）

※1 一部効能・効果、用法・用量に不一致あり
※2 剤形違い

ロイコトリエン受容体拮抗薬
気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療薬

ロイコトリエン受容体拮抗薬
気管支喘息治療薬

モンテルカストナトリウム
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