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2017 年 12 月 7 日 

報道関係各位 

東和薬品株式会社 

 

新製品 8 成分 22 品目を薬価基準追補収載 
 

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 12 月 7 日に官報 

告示された新製品 8 成分 22 品目について、薬価基準追補収載される 12 月 8 日より随時発売いたします

ことを、お知らせいたします。 

 今回追補収載される製品として、イルベサルタン製剤では初の OD 錠を開発、タクロリムス製剤では

服用性を考慮し剤形を錠剤とし、患者さんの服薬用量にあわせて 2mg を追加しました。 

新製品の売上（2018 年 3 月期）は、約 6 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 341 成分 755 品目となります。 

 

新製品の主な特長 

オルメサルタン OD 錠、ロスバスタチン OD 錠に 

RACTAB 技術と日本初の 2 色の製品名印刷を採用 

・当社独自の「RACTAB 技術」を採用した OD 錠（口腔内崩壊錠） 

「崩壊性」と「硬度」を両立した、飲みやすく扱いやすい製剤です。 

・日本で初めて、医療用医薬品の錠剤に 2 色の製品名印刷を採用。 

医療現場ではお薬の飲み間違いや飲み忘れを防ぎ、安心して 

服用して頂くため一包化調剤を希望される患者さまが増加。 

医療現場で働く方や介護をされている方など、お薬に携わって 

おられる皆さまがより見分けやすく、識別性・視認性を考えた 

デザインと配色を取り入れた錠剤となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※画像はイメージです 

※画像サイズは原寸ではございません 

オルメサルタン OD 錠  

     5mg/10mg/20mg/40mg「トーワ」 

ロスバスタチン OD 錠  

  2.5mg/5mg/10mg「トーワ」 
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嵩張らず簡易に廃棄できる、PEEL SCRAP®をロスバスタチン OD 錠に採用 

・個装箱の強度を保ちつつ、開封から解体まで軽い力で 

スムーズに行える「PEEL SCRAP」（ピールスクラップ）。 

個装箱をフラットな状態に解体でき、嵩張らずに 

廃棄することが出来るため、医療現場での開封や解体 

などの負担軽減につながります。 

・日本パッケージングコンテスト 2016（日本包装技術協会 主催） 

「JAPAN STAR 賞」を受賞 

 2017 Award for Packageing Excellence（世界包装機構 主催） 

「WORLD STAR FOR PACKAGING」を受賞 
 
 
ファムシクロビル錠 250mg、先発医薬品との適応不一致は解消 

・ファムシクロビル錠 250mg「トーワ」は、12 月 6 日付で効能・効果および用法・用量の追加承認を取得 

 

効能・効果 

（下線部改訂） 
・単純疱疹 

・帯状疱疹 

用法・用量 

（下線部改訂） 

・単純疱疹 

通常、成人にはファムシクロビルとして 1 回 250mg を 1 日 3 回経口投与する。 

・帯状疱疹 

通常、成人にはファムシクロビルとして 1 回 500mg を 1 日 3 回経口投与する。 

 
 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

 

※「PEEL SCRAP」は東和薬品株式会社と 

株式会社協進印刷で共同開発した技術です。 
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（別表）

東和薬品 新製品（2017年12月追補収載）

新発売：8成分22品目　( 初 ：初収載品目・5成分14品目)

販　　売　　名 成　分　名 薬　効　分　類　名 先発・代表薬剤名（会社名）

オルメサルタンOD錠5mg｢トーワ」 オルメテックOD錠5mg（第一三共）

オルメサルタンOD錠10mg｢トーワ」 オルメテックOD錠10mg（第一三共）

オルメサルタンOD錠20mg｢トーワ」 オルメテックOD錠20mg（第一三共）

オルメサルタンOD錠40mg｢トーワ」 オルメテックOD錠40mg（第一三共）

初 ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」
※1 クレストールOD錠2.5mg（アストラゼネカ=塩野義）

初 ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」
※1 クレストールOD錠5mg（アストラゼネカ=塩野義）

初 ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」
※1 クレストールOD錠2.5mg

※3
（アストラゼネカ=塩野義）

クレストールOD錠5mg
※3

（アストラゼネカ=塩野義）

ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」
※1 クレストール錠2.5mg（アストラゼネカ=塩野義）

ロスバスタチン錠5mg「トーワ」
※1 クレストール錠5mg（アストラゼネカ=塩野義）

初 ロスバスタチン錠10mg「トーワ」
※1 クレストール錠2.5mg

※3
（アストラゼネカ=塩野義）

クレストール錠5mg
※3
（アストラゼネカ=塩野義）

初 イルベサルタンOD錠50mg「トーワ」
アバプロ錠50mg

※2
（大日本住友）

イルベタン錠50mg
※2

（塩野義）

初 イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」
アバプロ錠100mg

※2
（大日本住友）

イルベタン錠100mg
※2
（塩野義）

初 イルベサルタンOD錠200mg「トーワ」
アバプロ錠200mg

※2
（大日本住友）

イルベタン錠200mg
※2
（塩野義）

初 イルベサルタン錠50mg「トーワ」
アバプロ錠50mg（大日本住友）
イルベタン錠50mg（塩野義)

初 イルベサルタン錠100mg「トーワ」
アバプロ錠100mg（大日本住友）
イルベタン錠100mg（塩野義)

初 イルベサルタン錠200mg「トーワ」
アバプロ錠200mg（大日本住友）
イルベタン錠200mg（塩野義)

初 ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 レキップCR錠2mg（GSK）

初 ロピニロール徐放錠8mｇ「トーワ」 レキップCR錠8mg（GSK）

初 タクロリムス錠2mg「トーワ」
※1 タクロリムス水和物 免疫抑制剤

プログラフカプセル0.5mg
※4

（アステラス）

プログラフカプセル1mg
※4
（アステラス）

メトトレキサート錠2mg「トーワ」 メトトレキサート 抗リウマチ剤 リウマトレックスカプセル2mg
※2
（ファイザー）

初 ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 ファムシクロビル 抗ヘルペスウイルス剤 ファムビル錠250mg（マルホ）

ジエノゲストOD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OD錠1mg（持田）

※1 一部効能・効果、用法・用量に不一致あり
※2 剤形違い
※3 含量違い
※4 剤形・含量違い

HMG-CoA還元酵素阻害剤

イルベサルタン 長時間作用型ARB

内
用
剤

オルメサルタン メドキソミル 高親和性AT1レセプターブロッカー

ロスバスタチンカルシウム

ロピニロール塩酸塩 徐放性ドパミンD2受容体系作動薬


	
	Sheet1


