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厚生労働省医政局経済課長    

（公 印 省 略）       

 

 

「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」の別添１に係る 

医薬品の供給状況の調査結果について 

 

 

平素より、医薬品等の安定供給の確保にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「『医療用医薬品の供給不足に係る対応について』の別添１に係る医薬品の適切な流通

について（周知依頼）」（令和４年１月２５日付け医政経発 0125 第４号厚生労働省医政局経

済課長通知。以下「１月通知」という。）の別添の日本製薬団体連合会宛て通知により実施

した、「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」（令和３年１２月１０日付け医政経

発 1210 第３号厚生労働省医政局経済課長通知。以下「１２月通知」という。）の別添１に掲

げる成分規格について、製造販売企業が販売する製品（銘柄）ごとの供給状況に関する

調査の結果は、別紙の通りとなりましたのでお知らせいたします。 

あわせて、別添のとおり、日本製薬団体連合会に対し、１２月通知及び本調査の結果を

踏まえ、出荷調整の解除に努めていただくこと、必要な情報提供を適切に実施していただ

くこと、安定供給に努めていただくことについて、公益社団法人日本医師会、公益社団法

人日本歯科医師会、公益社団法人日本薬剤師会及び四病院団体協議会に対して、購入

量の一定の目安を示した上で必要最低限の発注としていただくこと、同時に複数の卸に同

一品目を発注している場合には見直していただくことについて、一般社団法人日本医薬

品卸売業連合会及び一般社団法人日本ジェネリック医薬品販社協会に対して、当該成分

規格の供給が偏らないように受注・出荷を行うこと等による医薬品の安定供給及び円滑な

流通への協力について、それぞれ、１月通知に引き続き協力をお願いしておりますので、

ご了知いただくととともに、これらの団体に加盟していない医療機関・薬局等の関係者を含

め、貴管下関係者への周知徹底方よろしくお願いします。 



【 別 紙 】 
 
 

「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」の 
別添 1 に係る医薬品の供給状況の調査結果 

 

「『医療用医薬品の供給不足に係る対応について』の別添１に係る医薬品の供給状況の調

査について（調査協力依頼）」（令和４年１月２５日付け医政経発 0125 第１号厚生労働省医政

局経済課長通知）により実施した、「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」（令和３

年１２月１０日付け医政経発 1210 第３号厚生労働省医政局経済課長通知）の別添１に掲げ

る成分規格について、製造販売企業が販売する製品（銘柄）ごとの供給状況に関する調査の

結果は、以下の通りです。 

 

なお、出荷状況については、通知発出日時点における当該製品の出荷状況について以

下の区分により回答いただいています。 

A. これまでの自社出荷量又は予定出荷量の概ね 100%以上の出荷状況。（通常通りに

出荷している状況） 

B. これまでの自社出荷量又は予定出荷量の概ね 80%以上 100％未満の出荷状況（出

荷が減少している状況）。 

C. これまでの自社出荷量又は予定出荷量の概ね 80%未満の出荷状況（出荷に支障が

生じている状況）。 

D. 市場に出荷していない状況（出荷が停止している状況）。 

 

 また、上記で C 又は D と回答いただいた場合には、その理由と、出荷状況が改善される見

込みの時期についてもあわせて回答いただくよう依頼しております。 

 

 原則として、各製造販売企業から回答いただいた内容をそのまま掲載しておりますが、企業

秘密に該当する事項等、そのまま公表することが適切でない記載については、一般的な表現

に変更するなど、一部修正している場合があります。 
 



区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 アセトアミノフェン 1141007F1 ２００ｍｇ１錠 あゆみ カロナール錠２００ A
1141007F1 ニプロ アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 D 自主回収のため 未定
1141007F1 丸石 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 A
1141007F1 高田 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「タカタ」 D 委託先 回収 2022年4月
1141007F1 三和化学 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「三和」 A 需要増に伴う製造委託先の生産の遅延 近々解除予定
1141007F1 辰巳 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＴＣＫ」 B
1141007F1 長生堂 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 D 自主回収による出荷停止。 2022年07月以降

1141007F1 東和薬品 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

1141007F1 武田テバファーマ アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）

内用薬 アセトアミノフェン 1141007F2 ３００ｍｇ１錠 あゆみ カロナール錠３００ A
1141007F2 丸石 アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 A
1141007F2 長生堂 アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「ＪＧ」 D 自主回収による出荷停止。 2022年08月以降

内用薬 アテノロール 2123011F2 ５０ｍｇ１錠 ファイザー アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 A
2022年6月最終出荷予定（2021年12
月薬価削除願提出済み）

2123011F2 原沢 アルセノール錠５０
2123011F2 太陽ファルマ テノーミン錠５０ A
2123011F2 沢井 アテノロール錠５０ｍｇ「サワイ」 A

2123011F2 長生堂 アテノロール錠５０ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年10月以降

2123011F2 鶴原 アテノロール錠５０ｍｇ「ツルハラ」

2123011F2 東和薬品 アテノロール錠５０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2123011F2 日医工ファーマ アテノロール錠５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降
2123011F2 日新製薬 アテノロール錠５０ｍｇ「日新」 A

2123011F2 武田テバファーマ アテノロール錠５０ｍｇ「タイヨー」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中

未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）
原料製造所の試験法変更予定のため
出荷調整継続

2123011F2 武田テバ薬品 アルマイラー錠５０ D 中止品 20220331
内用薬 アトルバスタチンカルシウム 2189015F1 ５ｍｇ１錠 Ｍｅファルマ アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｍｅ」 A

2189015F1 ヴィアトリス リピトール錠５ｍｇ A

2189015F1 エルメッド アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2189015F1 キョーリンリメディオ アトルバスタチン錠５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2189015F1 ケミファ アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」
2189015F1 サンド アトルバスタチン錠５ｍｇ「サンド」 A
2189015F1 ニプロ アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 A
2189015F1 ニプロファーマ アトルバスタチン錠５ｍｇ「モチダ」 20220331

2189015F1 共和薬品 アトルバスタチン錠５ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2189015F1 小林化工 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 D
2189015F1 全星 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＺＥ」 A
2189015F1 第一三共エスファ アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2189015F1 沢井 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 A
2189015F1 辰巳 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2189015F1 鶴原 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」

2189015F1 東和薬品 アトルバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2189015F1 日医工 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 B
2189015F1 日新製薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」 A

2189015F1 日本ジェネリック アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 C
委託製造先の事情により入荷遅延
他社の出荷調整の影響

未定

2189015F1 武田テバ薬品 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 A 通常出荷中
2189015F1 陽進堂 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 アトルバスタチンカルシウム 2189015F2 １０ｍｇ１錠 Ｍｅファルマ アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 A
2189015F2 ヴィアトリス リピトール錠１０ｍｇ A

2189015F2 エルメッド アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2189015F2 キョーリンリメディオ アトルバスタチン錠１０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2189015F2 ケミファ アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミファ」
2189015F2 サンド アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サンド」 A
2189015F2 ニプロ アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 A
2189015F2 ニプロファーマ アトルバスタチン錠１０ｍｇ「モチダ」 20220331

2189015F2 共和薬品 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2189015F2 小林化工 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 D
2189015F2 全星 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 A
2189015F2 第一三共エスファ アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2189015F2 沢井 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 A
2189015F2 辰巳 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2189015F2 鶴原 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」

2189015F2 東和薬品 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2189015F2 日医工 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 B
2189015F2 日新製薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 A

2189015F2 日本ジェネリック アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 C
委託製造先の事情により入荷遅延
他社の出荷調整の影響

未定

2189015F2 武田テバ薬品 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 A 通常出荷中
2189015F2 陽進堂 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 アムロジピンベシル酸塩 2171022F1 ２．５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ アムロジピン錠２．５ｍｇ「明治」
2171022F1 あすか製薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「あすか」 A
2171022F1 ヴィアトリス ノルバスク錠２．５ｍｇ A

2171022F1 エルメッド アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2171022F1 キョーリンリメディオ アムロジピン錠２．５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2171022F1 コーアイセイ アムロジピン錠２．５ｍｇ「イセイ」 A 2021/12/13～ 出荷調整中 2022/3月 解除予定
2171022F1 コーアバイオテックベイ アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 A
2171022F1 サンド アムロジピン錠２．５ｍｇ「サンド」 A

2171022F1 シオノ アムロジピン錠２．５ｍｇ「フソー」 C 製造委託先の製造停止による製造遅延のため 2022年10月頃見込み

2171022F1 ダイト アムロジピン錠２．５ｍｇ「科研」 A
2171022F1 ニプロ アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 D 生産都合により出荷停止中 未定

2171022F1 ニプロＥＳファーマ アムロジピン錠２．５ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2171022F1 ファイザーＵＰＪ アムロジピン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 A
2171022F1 救急 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＱＱ」 A

2171022F1 共和薬品 アムロジピン錠２．５ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2171022F1 皇漢堂 アムロジピン錠２．５ｍｇ「クニヒロ」
2171022F1 高田 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タカタ」 A
2171022F1 小林化工 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 D
2171022F1 大興 アムロジピン錠２．５ｍｇ「タイヨー」 D 製造委託先の製造・出荷遅延 未定
2171022F1 大原 アムロジピン錠２．５ｍｇ「オーハラ」 B
2171022F1 大日本住友 アムロジン錠２．５ｍｇ A
2171022F1 第一三共エスファ アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2171022F1 沢井 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 A
2171022F1 辰巳 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2171022F1 長生堂 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年06月以降

2171022F1 鶴原 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ツルハラ」
2171022F1 東和薬品 アムロジピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 A
2171022F1 日医工 アムロジピン錠２．５ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年08月
2171022F1 日新製薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 A

2171022F1 日本ジェネリック アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 C
委託製造先の事情により入荷遅延
他社の出荷調整の影響

未定

2171022F1 日本薬工 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミファ」 A
2171022F1 富士製薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 D 販売数量少なく、不採算となったため 20220331
2171022F1 陽進堂 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 アムロジピンベシル酸塩 2171022F2 ５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ アムロジピン錠５ｍｇ「明治」
2171022F2 あすか製薬 アムロジピン錠５ｍｇ「あすか」 A
2171022F2 ヴィアトリス ノルバスク錠５ｍｇ A

2171022F2 エルメッド アムロジピン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2171022F2 キョーリンリメディオ アムロジピン錠５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2171022F2 コーアイセイ アムロジピン錠５ｍｇ「イセイ」 A 2021/12/13～ 出荷調整中 2022/3月 解除予定
2171022F2 コーアバイオテックベイ アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＹＫ」 A
2171022F2 サンド アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 A

2171022F2 シオノ アムロジピン錠５ｍｇ「フソー」 C 製造委託先の製造停止による製造遅延のため 2022年10月頃見込み

2171022F2 ダイト アムロジピン錠５ｍｇ「科研」 A
2171022F2 ニプロ アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＰ」 D 生産都合により出荷停止中 未定

2171022F2 ニプロＥＳファーマ アムロジピン錠５ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2171022F2 ファイザーＵＰＪ アムロジピン錠５ｍｇ「ファイザー」 A
2171022F2 救急 アムロジピン錠５ｍｇ「ＱＱ」 A

2171022F2 共和薬品 アムロジピン錠５ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2171022F2 皇漢堂 アムロジピン錠５ｍｇ「クニヒロ」
2171022F2 高田 アムロジピン錠５ｍｇ「タカタ」 A
2171022F2 小林化工 アムロジピン錠５ｍｇ「ＫＮ」 D
2171022F2 大興 アムロジピン錠５ｍｇ「タイヨー」 D 製造委託先の製造・出荷遅延 未定
2171022F2 大原 アムロジピン錠５ｍｇ「オーハラ」 B
2171022F2 大日本住友 アムロジン錠５ｍｇ A
2171022F2 第一三共エスファ アムロジピン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2171022F2 沢井 アムロジピン錠５ｍｇ「サワイ」 A
2171022F2 辰巳 アムロジピン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2171022F2 長生堂 アムロジピン錠５ｍｇ「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年06月以降

2171022F2 鶴原 アムロジピン錠５ｍｇ「ツルハラ」
2171022F2 東和薬品 アムロジピン錠５ｍｇ「トーワ」 A
2171022F2 日医工 アムロジピン錠５ｍｇ「日医工」 B
2171022F2 日新製薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＮＳ」 A

2171022F2 日本ジェネリック アムロジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 C
委託製造先の事情により入荷遅延
他社の出荷調整の影響

未定

2171022F2 日本薬工 アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」 A
2171022F2 富士製薬 アムロジピン錠５ｍｇ「Ｆ」 D 販売数量少なく、不採算となったため 20220331
2171022F2 陽進堂 アムロジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 アムロジピンベシル酸塩 2171022F3 ２．５ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」
2171022F3 あすか製薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あすか」 A
2171022F3 ヴィアトリス ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ A

2171022F3 エルメッド アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2171022F3 キョーリンリメディオ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2171022F3 コーアイセイ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「イセイ」 A 2021/12/13～ 出荷調整中 2022/3月 解除予定
2171022F3 サンド アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サンド」 A
2171022F3 シオノ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「フソー」 A

2171022F3 ニプロ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

2022年2月7日出荷調整解除

2171022F3 ファイザーＵＰＪ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 A
2171022F3 救急 アムロジピンＯＤフィルム２．５ｍｇ「ＱＱ」 D 薬価削除申請済み

2171022F3 共和薬品 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2171022F3 高田 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 C
他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
め生産遅延

未定

2171022F3 小林化工 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 D
2171022F3 全星 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 A
2171022F3 大興 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「科研」 B
2171022F3 大日本住友 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ A
2171022F3 沢井 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 A
2171022F3 辰巳 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2171022F3 長生堂 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＣＨ」 A
2171022F3 東和薬品 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 A
2171022F3 日医工 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年08月
2171022F3 日新製薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＳ」 A
2171022F3 日本ジェネリック アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 A
2171022F3 日本薬工 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 A

2171022F3 武田テバファーマ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定：市場シェアが高い他社の状況
による

2171022F3 陽進堂 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 アムロジピンベシル酸塩 2171022F4 ５ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」

2171022F4 あすか製薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 A
2171022F4 ヴィアトリス ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ A

2171022F4 エルメッド アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2171022F4 キョーリンリメディオ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2171022F4 コーアイセイ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「イセイ」 A 2021/12/13～ 出荷調整中 2022/3月 解除予定
2171022F4 サンド アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 A
2171022F4 シオノ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「フソー」 A

2171022F4 ニプロ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

2022年2月7日出荷調整解除

2171022F4 ファイザーＵＰＪ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 A
2171022F4 救急 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「ＱＱ」 D 薬価削除申請済み

2171022F4 共和薬品 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2171022F4 高田 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 C
他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
め生産遅延

未定

2171022F4 小林化工 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 D
2171022F4 全星 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 A
2171022F4 大興 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 B
2171022F4 大日本住友 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ A
2171022F4 沢井 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 A
2171022F4 辰巳 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2171022F4 長生堂 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＣＨ」 A
2171022F4 東和薬品 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 A
2171022F4 日医工 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 B
2171022F4 日新製薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」 A
2171022F4 日本ジェネリック アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 A
2171022F4 日本薬工 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 A

2171022F4 武田テバファーマ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定：市場シェアが高い他社の状況
による

2171022F4 陽進堂 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 アムロジピンベシル酸塩 2171022F5 １０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ アムロジピン錠１０ｍｇ「明治」
2171022F5 あすか製薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「あすか」 A
2171022F5 ヴィアトリス ノルバスク錠１０ｍｇ A

2171022F5 エルメッド アムロジピン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2171022F5 キョーリンリメディオ アムロジピン錠１０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2171022F5 コーアイセイ アムロジピン錠１０ｍｇ「イセイ」 A 2021/12/13～ 出荷調整中 2022/3月 解除予定
2171022F5 コーアバイオテックベイ アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 A
2171022F5 シオノ アムロジピン錠１０ｍｇ「フソー」 A
2171022F5 ダイト アムロジピン錠１０ｍｇ「科研」 A
2171022F5 ニプロ アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 D 生産都合により出荷停止中 未定

2171022F5 ニプロＥＳファーマ アムロジピン錠１０ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2171022F5 ファイザーＵＰＪ アムロジピン錠１０ｍｇ「ファイザー」 A
2171022F5 救急 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＱＱ」 A

2171022F5 共和薬品 アムロジピン錠１０ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2171022F5 皇漢堂 アムロジピン錠１０ｍｇ「クニヒロ」
2171022F5 高田 アムロジピン錠１０ｍｇ「タカタ」 A
2171022F5 小林化工 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 D
2171022F5 大興 アムロジピン錠１０ｍｇ「タイヨー」 B
2171022F5 大原 アムロジピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 A
2171022F5 大日本住友 アムロジン錠１０ｍｇ A
2171022F5 第一三共エスファ アムロジピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2171022F5 沢井 アムロジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 A
2171022F5 辰巳 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2171022F5 長生堂 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＣＨ」 A
2171022F5 鶴原 アムロジピン錠１０ｍｇ「ツルハラ」
2171022F5 東和薬品 アムロジピン錠１０ｍｇ「トーワ」 A
2171022F5 日医工 アムロジピン錠１０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年08月
2171022F5 日新製薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＮＳ」 A

2171022F5 日本ジェネリック アムロジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 C
委託製造先の事情により入荷遅延
他社の出荷調整の影響

未定

2171022F5 日本薬工 アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミファ」 A
2171022F5 富士製薬 アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｆ」 D 販売数量少なく、不採算となったため 20220331
2171022F5 陽進堂 アムロジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 アムロジピンベシル酸塩 2171022F6 １０ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」
2171022F6 あすか製薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「あすか」 A
2171022F6 ヴィアトリス ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ A

2171022F6 エルメッド アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2171022F6 キョーリンリメディオ アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2171022F6 コーアイセイ アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「イセイ」 A 2021/12/13～ 出荷調整中 2022/3月 解除予定
2171022F6 サンド アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 A
2171022F6 シオノ アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 A

2171022F6 ニプロ アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

2022年2月7日出荷調整解除

2171022F6 ファイザーＵＰＪ アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 A

2171022F6 共和薬品 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2171022F6 高田 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 B
2171022F6 小林化工 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 D
2171022F6 全星 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 A
2171022F6 大興 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 B
2171022F6 大日本住友 アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ A
2171022F6 沢井 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 A
2171022F6 辰巳 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2171022F6 長生堂 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 A

2171022F6 東和薬品 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 B
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2022年1月

2171022F6 日医工 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年09月
2171022F6 日新製薬 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 A
2171022F6 日本ジェネリック アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 A
2171022F6 日本薬工 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 A

2171022F6 武田テバファーマ アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定：市場シェアが高い他社の状況
による

2171022F6 陽進堂 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム 2190101F1 １錠（１番） ヴィアトリス カデュエット配合錠１番 D
予測よりも出荷数量が数か月間上回り、また
製造前倒しの調整が難しかったため出荷停止
となっている。

2月から出荷再開予定

2190101F1 エルメッド アマルエット配合錠１番「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2190101F1 ケミファ アマルエット配合錠１番「ケミファ」
2190101F1 サンド アマルエット配合錠１番「サンド」 A

2190101F1 ニプロ アマルエット配合錠１番「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2190101F1 小林化工 アマルエット配合錠１番「ＫＮ」 D
2190101F1 第一三共エスファ アマルエット配合錠１番「ＤＳＥＰ」 A
2190101F1 沢井 アマルエット配合錠１番「サワイ」 A
2190101F1 辰巳 アマルエット配合錠１番「ＴＣＫ」 A

2190101F1 東和薬品 アマルエット配合錠１番「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2190101F1 日医工 アマルエット配合錠１番「日医工」 A
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内用薬 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム 2190102F1 １錠（２番） ヴィアトリス カデュエット配合錠２番 A

2190102F1 エルメッド アマルエット配合錠２番「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2190102F1 ケミファ アマルエット配合錠２番「ケミファ」
2190102F1 サンド アマルエット配合錠２番「サンド」 A

2190102F1 ニプロ アマルエット配合錠２番「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2190102F1 小林化工 アマルエット配合錠２番「ＫＮ」 D
2190102F1 第一三共エスファ アマルエット配合錠２番「ＤＳＥＰ」 A
2190102F1 沢井 アマルエット配合錠２番「サワイ」 A
2190102F1 辰巳 アマルエット配合錠２番「ＴＣＫ」 B

2190102F1 東和薬品 アマルエット配合錠２番「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2190102F1 日医工 アマルエット配合錠２番「日医工」 A
内用薬 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム 2190103F1 １錠（３番） ヴィアトリス カデュエット配合錠３番 A

2190103F1 エルメッド アマルエット配合錠３番「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2190103F1 ケミファ アマルエット配合錠３番「ケミファ」
2190103F1 サンド アマルエット配合錠３番「サンド」 A

2190103F1 ニプロ アマルエット配合錠３番「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2190103F1 小林化工 アマルエット配合錠３番「ＫＮ」 D
2190103F1 第一三共エスファ アマルエット配合錠３番「ＤＳＥＰ」 A
2190103F1 沢井 アマルエット配合錠３番「サワイ」 A
2190103F1 辰巳 アマルエット配合錠３番「ＴＣＫ」 A

2190103F1 東和薬品 アマルエット配合錠３番「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2190103F1 日医工 アマルエット配合錠３番「日医工」 A
内用薬 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム 2190104F1 １錠（４番） ヴィアトリス カデュエット配合錠４番 A

2190104F1 エルメッド アマルエット配合錠４番「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2190104F1 ケミファ アマルエット配合錠４番「ケミファ」
2190104F1 サンド アマルエット配合錠４番「サンド」 A

2190104F1 ニプロ アマルエット配合錠４番「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2190104F1 小林化工 アマルエット配合錠４番「ＫＮ」 D
2190104F1 第一三共エスファ アマルエット配合錠４番「ＤＳＥＰ」 A
2190104F1 沢井 アマルエット配合錠４番「サワイ」 A
2190104F1 辰巳 アマルエット配合錠４番「ＴＣＫ」 A

2190104F1 東和薬品 アマルエット配合錠４番「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2190104F1 日医工 アマルエット配合錠４番「日医工」 A
内用薬 アメジニウムメチル硫酸塩 2190022F1 １０ｍｇ１錠 小林化工 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 D

2190022F1 大原 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

2190022F1 大日本住友 リズミック錠１０ｍｇ A
2190022F1 沢井 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 A
2190022F1 長生堂 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 D 自主回収による出荷停止。 製造販売中止
2190022F1 東和薬品 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 A
2190022F1 日医工 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 A
2190022F1 扶桑 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「フソー」 A

内用薬 アンブロキソール塩酸塩 2239001F1 １５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中

2239001F1 サノフィ ムコサール錠１５ｍｇ A
当初の予定通りの出荷はされているが、他社
での出荷制限により急激な需要増がありそれ
以上の出荷は制限している。

未定

2239001F1 セオリア アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＣＥＯ」 A

2239001F1 ニプロ アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2239001F1 わかもと アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「わかもと」

2239001F1 共和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2239001F1 皇漢堂 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「クニヒロ」

2239001F1 高田 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タカタ」 C
他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
め生産遅延

未定

2239001F1 小林化工 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＫＮ」 D
2239001F1 全星 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＺＥ」 A
2239001F1 沢井 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 A
2239001F1 辰巳 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2239001F1 長生堂 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年07月以降

2239001F1 鶴原 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ツルハラ」

2239001F1 帝人ファーマ ムコソルバン錠１５ｍｇ

2239001F1 東和薬品 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2239001F1 日医工 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降
2239001F1 日新製薬 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日新」 A

2239001F1 日本薬工 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 C
通常よりも想定を超える発注があり、
安定供給を確保するために出荷調整を実施

未定

2239001F1 武田テバファーマ アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
供給問題発生以前と比較し120％以上
出荷。増産対応中。解決見込みは他
社状況による

2239001F1 陽進堂 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＹＤ」 A
2239001F1 龍角散 ムコブリン錠１５ｍｇ
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内用薬 イトラコナゾール 6290004F2 １００ｍｇ１錠 小林化工 イトラコナゾール錠１００「ＭＥＥＫ」 D
6290004F2 日医工 イトラコナゾール錠１００ｍｇ「日医工」 A

内用薬 イルベサルタン 2149046F2 １００ｍｇ１錠 ＤＳファーマプロモ イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 B
2149046F2 ケミファ イルベサルタン錠１００ｍｇ「ケミファ」
2149046F2 シオノギファーマ イルベタン錠１００ｍｇ A

2149046F2 ニプロ イルベサルタン錠１００ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149046F2 共創未来ファーマ イルベサルタン錠１００ｍｇ「共創未来」 B
2149046F2 大原 イルベサルタン錠１００ｍｇ「オーハラ」 B
2149046F2 大日本住友 アバプロ錠１００ｍｇ A
2149046F2 沢井 イルベサルタン錠１００ｍｇ「サワイ」 A

2149046F2 長生堂 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2023年06月以降

2149046F2 東和薬品 イルベサルタン錠１００ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

2149046F2 日医工 イルベサルタン錠１００ｍｇ「日医工」 B
内用薬 イルベサルタン 2149046F3 ２００ｍｇ１錠 ＤＳファーマプロモ イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 B

2149046F3 ケミファ イルベサルタン錠２００ｍｇ「ケミファ」
2149046F3 シオノギファーマ イルベタン錠２００ｍｇ A

2149046F3 ニプロ イルベサルタン錠２００ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149046F3 共創未来ファーマ イルベサルタン錠２００ｍｇ「共創未来」 A
2149046F3 大原 イルベサルタン錠２００ｍｇ「オーハラ」 A
2149046F3 大日本住友 アバプロ錠２００ｍｇ A
2149046F3 沢井 イルベサルタン錠２００ｍｇ「サワイ」 A

2149046F3 長生堂 イルベサルタン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年08月以降

2149046F3 東和薬品 イルベサルタン錠２００ｍｇ「トーワ」 A
2149046F3 日医工 イルベサルタン錠２００ｍｇ「日医工」 B

内用薬 エゼチミブ 2189018F1 １０ｍｇ１錠 Ｍｅファルマ エゼチミブ錠１０ｍｇ「明治」 A
2189018F1 オルガノン ゼチーア錠１０ｍｇ A
2189018F1 キョーリンリメディオ エゼチミブ錠１０ｍｇ「杏林」 A
2189018F1 サンド エゼチミブ錠１０ｍｇ「サンド」 A
2189018F1 ダイト エゼチミブ錠１０ｍｇ「ケミファ」 B
2189018F1 トーアエイヨー エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＴＥ」 A
2189018F1 ニプロ エゼチミブ錠１０ｍｇ「ニプロ」 A
2189018F1 フェルゼンファーマ エゼチミブ錠１０ｍｇ「フェルゼン」 A
2189018F1 共創未来ファーマ エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 A

2189018F1 共和薬品 エゼチミブ錠１０ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2189018F1 小林化工 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 D
2189018F1 第一三共エスファ エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2189018F1 沢井 エゼチミブ錠１０ｍｇ「サワイ」 A
2189018F1 辰巳 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2189018F1 東和薬品 エゼチミブ錠１０ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

2022年1月

2189018F1 日医工 エゼチミブ錠１０ｍｇ「日医工」 B
2189018F1 日新製薬 エゼチミブ錠１０ｍｇ「日新」 A
2189018F1 日本ジェネリック エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 A
2189018F1 武田テバファーマ エゼチミブ錠１０ｍｇ「武田テバ」 A 通常出荷中（弊社の市場シェアは僅少）
2189018F1 陽進堂 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 エチゾラム 1179025C1 １％１ｇ 長生堂 エチゾラム細粒１％「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

未定

1179025C1 田辺三菱 デパス細粒１％ A
内用薬 エチゾラム 1179025F3 ０．２５ｍｇ１錠 サンノーバ エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 A

1179025F3 ニプロ エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 A
1179025F3 メディサ エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＳＷ」 A

1179025F3 共和薬品 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1179025F3 皇漢堂 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「クニヒロ」
1179025F3 大原 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハラ」 B
1179025F3 辰巳 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣＫ」 A
1179025F3 長生堂 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 A
1179025F3 鶴原 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ツルハラ」
1179025F3 田辺三菱 デパス錠０．２５ｍｇ A
1179025F3 東和薬品 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 A
1179025F3 藤永 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「フジナガ」 A
1179025F3 日医工 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 B
1179025F3 日新製薬 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「日新」 A

1179025F3 武田テバ薬品 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）
委託先製造キャパオーバー
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期限

内用薬 エナラプリルマレイン酸塩 2144002F1 ２．５ｍｇ１錠 オルガノン レニベース錠２．５ A
2144002F1 キョーリンリメディオ エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2144002F1 サンド エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 A
2144002F1 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 A
2144002F1 ダイト エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「フソー」 B

2144002F1 ファイザー エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加
し、直近で予測の150～230%の出荷となっ
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年5月以降は対応可能。

2144002F1 メディサ エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＤ」 C
サワイ屋号品の1/20の販売数量の為、同時に
出荷調整

2021/2/12供給停止事前報告書提
出。販売中止の案内済み。「サワ
イ」屋号品で代替致しております。

2144002F1 共和薬品 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2144002F1 小林化工 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2144002F1 大原 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」 B
2144002F1 沢井 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 A
2144002F1 辰巳 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 C 販売中止品目（2020年6月発出） 20220331

2144002F1 東和薬品 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2144002F1 日医工ファーマ エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 B

2144002F1 日新製薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「日新」 D
一部承認書と異なる方法で製造していること
が判明したため、製造を停止している。

未定

2144002F1 日本ジェネリック エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 D
長生堂製薬による自己点検からの製造遅延並
びに自主回収に伴う出荷停止

未定

2144002F1 日本薬工 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 C
需要が増大したため、安定供給を確保するた
めに
出荷調整を実施

未定

2144002F1 武田テバファーマ エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「タイヨー」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）

内用薬 エナラプリルマレイン酸塩 2144002F2 ５ｍｇ１錠 オルガノン レニベース錠５ A
2144002F2 キョーリンリメディオ エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2144002F2 サンド エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サンド」 A
2144002F2 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 A
2144002F2 ダイト エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「フソー」 B

2144002F2 ファイザー エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加
し、直近で予測の150～210%の出荷となっ
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年5月以降は対応可能。

2144002F2 メディサ エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 C
サワイ屋号品の1/20の販売数量の為、同時に
出荷調整

2021/2/12供給停止事前報告書提
出。販売中止の案内済み。「サワ
イ」屋号品で代替致しております。

2144002F2 共和薬品 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2144002F2 小林化工 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2144002F2 大原 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 B
2144002F2 沢井 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 A
2144002F2 辰巳 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 C 販売中止品目（2020年6月発出） 20220331

2144002F2 東和薬品 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

2144002F2 日医工ファーマ エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 B
2144002F2 日新製薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「日新」 A

2144002F2 日本ジェネリック エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 D
長生堂製薬による自己点検からの製造遅延並
びに自主回収に伴う出荷停止

未定

2144002F2 日本薬工 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 B

2144002F2 武田テバファーマ エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 エナラプリルマレイン酸塩 2144002F3 １０ｍｇ１錠 オルガノン レニベース錠１０ A
2144002F3 キョーリンリメディオ エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2144002F3 サンド エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サンド」 A
2144002F3 サンノーバ エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 A
2144002F3 ダイト エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「フソー」 B

2144002F3 ファイザー エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加
し、直近で予測の140～170%の出荷となっ
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年5月以降は対応可能。

2144002F3 メディサ エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 C
サワイ屋号品の1/20の販売数量の為、同時に
出荷調整

2021/2/12供給停止事前報告書提
出。販売中止の案内済み。「サワ
イ」屋号品で代替致しております。

2144002F3 共和薬品 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2144002F3 小林化工 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D

2144002F3 大原 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

2022年３月下旬

2144002F3 沢井 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 A
2144002F3 辰巳 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 D 販売中止品目（2020年6月発出） 20220331

2144002F3 東和薬品 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2144002F3 日医工ファーマ エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 B
2144002F3 日新製薬 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「日新」 A
2144002F3 日本ジェネリック エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 A
2144002F3 日本薬工 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 B
2144002F3 武田テバファーマ エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 A 通常出荷中

内用薬 エピナスチン塩酸塩 4490014F2 ２０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中

4490014F2 シオノ エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＳＮ」 C 製造委託先の製造停止による製造遅延のため 2022年10月頃見込み

4490014F2 ダイト エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＣＥＯ」 B

4490014F2 ファイザー エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加し
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年7月以降は対応可能。
製造キャパシティの改善については
2022年10月以降増産が可能になる見
込み。

4490014F2 岩城 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「イワキ」 A

4490014F2 共和薬品 塩酸エピナスチン錠２０ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

4490014F2 沢井 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 A
4490014F2 辰巳 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 A

4490014F2 長生堂 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年09月以降

4490014F2 東和薬品 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

4490014F2 日医工 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

4490014F2 日新製薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 A
4490014F2 日本ベーリンガー アレジオン錠２０ A
4490014F2 日本薬工 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 B

4490014F2 武田テバファーマ エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）

4490014F2 陽進堂 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 エペリゾン塩酸塩 1249009F1 ５０ｍｇ１錠 あすか製薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「あすか」 A

1249009F1 エーザイ ミオナール錠５０ｍｇ A

1249009F1 ニプロ エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1249009F1 旭化成ファーマ エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化成」 B

1249009F1 共和薬品 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 D
原薬製造設備でのトラブルにより、委託製造
所での生産が製造遅延しているため。

2022年6月頃

1249009F1 寿 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＯ」 A
1249009F1 辰巳 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 B
1249009F1 鶴原 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ツルハラ」

1249009F1 東和薬品 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

1249009F1 日医工 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 C 他社の供給状況不安定の影響 2023年2月頃
1249009F1 日新製薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日新」 A
1249009F1 武田テバファーマ エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「テバ」 D 原薬供給の遅延 2022年2月に供給再開予定

内用薬 エルデカルシトール 3112006M1 ０．５μｇ１カプセル 沢井 エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「サワイ」 A
3112006M1 中外 エディロールカプセル０．５μｇ A
3112006M1 日医工 エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「日医工」 A
3112006M1 東和薬品 エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「トーワ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 オランザピン 1179044C1 １％１ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ オランザピン細粒１％「明治」
1179044C1 イーライリリー ジプレキサ細粒１％ A
1179044C1 キョーリンリメディオ オランザピン細粒１％「杏林」 A

1179044C1 ニプロ オランザピン細粒１％「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179044C1 ニプロＥＳファーマ オランザピン細粒１％「ヨシトミ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179044C1 マイラン オランザピン細粒１％「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加
し、直近で予測の170～240%の出荷となっ
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年5月以降は問題なく対
応可能。

1179044C1 共和薬品 オランザピン細粒１％「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1179044C1 高田 オランザピン細粒１％「タカタ」 B

1179044C1 大原 オランザピン細粒１％「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

1179044C1 第一三共エスファ オランザピン細粒１％「ＤＳＥＰ」 A
1179044C1 沢井 オランザピン細粒１％「サワイ」 A
1179044C1 東和薬品 オランザピン細粒１％「トーワ」 B
1179044C1 日医工 オランザピン細粒１％「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年03月
1179044C1 日新製薬 オランザピン細粒１％「日新」 A

内用薬 オランザピン 1179044F1 ２．５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ オランザピン錠２．５ｍｇ「明治」
1179044F1 イーライリリー ジプレキサ錠２．５ｍｇ A

1179044F1 エルメッド オランザピン錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

1179044F1 キョーリンリメディオ オランザピン錠２．５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
1179044F1 ダイト オランザピン錠２．５ｍｇ「ファイザー」 B

1179044F1 ニプロ オランザピン錠２．５ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179044F1 ニプロＥＳファーマ オランザピン錠２．５ｍｇ「ヨシトミ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179044F1 共和薬品 オランザピン錠２．５ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179044F1 三和化学 オランザピン錠２．５ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
1179044F1 小林化工 オランザピン錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 D
1179044F1 大原 オランザピン錠２．５ｍｇ「オーハラ」 B
1179044F1 第一三共エスファ オランザピン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179044F1 沢井 オランザピン錠２．５ｍｇ「サワイ」 A
1179044F1 東和薬品 オランザピン錠２．５ｍｇ「トーワ」 A
1179044F1 日医工 オランザピン錠２．５ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年10月
1179044F1 日新製薬 オランザピン錠２．５ｍｇ「日新」 A

1179044F1 日本ジェネリック オランザピン錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 A
物流センター火災による在庫消失
他社の出荷調整

未定

1179044F1 武田テバファーマ オランザピン錠２．５ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中
1179044F1 陽進堂 オランザピン錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 オランザピン 1179044F2 ５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ オランザピン錠５ｍｇ「明治」
1179044F2 イーライリリー ジプレキサ錠５ｍｇ A

1179044F2 エルメッド オランザピン錠５ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

1179044F2 キョーリンリメディオ オランザピン錠５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
1179044F2 ダイト オランザピン錠５ｍｇ「ファイザー」 B

1179044F2 ニプロ オランザピン錠５ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179044F2 ニプロＥＳファーマ オランザピン錠５ｍｇ「ヨシトミ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179044F2 共和薬品 オランザピン錠５ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179044F2 三和化学 オランザピン錠５ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
1179044F2 小林化工 オランザピン錠５ｍｇ「ＫＮ」 D

1179044F2 大原 オランザピン錠５ｍｇ「オーハラ」 C
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

1179044F2 第一三共エスファ オランザピン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179044F2 沢井 オランザピン錠５ｍｇ「サワイ」 A
1179044F2 東和薬品 オランザピン錠５ｍｇ「トーワ」 A
1179044F2 日医工 オランザピン錠５ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年09月
1179044F2 日新製薬 オランザピン錠５ｍｇ「日新」 A

1179044F2 日本ジェネリック オランザピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 A
物流センター火災による在庫消失
他社の出荷調整

未定

1179044F2 武田テバファーマ オランザピン錠５ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中
1179044F2 陽進堂 オランザピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 A
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内用薬 オランザピン 1179044F3 １０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ オランザピン錠１０ｍｇ「明治」
1179044F3 イーライリリー ジプレキサ錠１０ｍｇ A

1179044F3 エルメッド オランザピン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

1179044F3 キョーリンリメディオ オランザピン錠１０ｍｇ「杏林」 B 割当出荷中
1179044F3 ダイト オランザピン錠１０ｍｇ「ファイザー」 B

1179044F3 ニプロ オランザピン錠１０ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179044F3 ニプロＥＳファーマ オランザピン錠１０ｍｇ「ヨシトミ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179044F3 共和薬品 オランザピン錠１０ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179044F3 三和化学 オランザピン錠１０ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
1179044F3 小林化工 オランザピン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 D
1179044F3 大原 オランザピン錠１０ｍｇ「オーハラ」 B
1179044F3 第一三共エスファ オランザピン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179044F3 沢井 オランザピン錠１０ｍｇ「サワイ」 A

1179044F3 東和薬品 オランザピン錠１０ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

2022年1月

1179044F3 日医工 オランザピン錠１０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年09月
1179044F3 日新製薬 オランザピン錠１０ｍｇ「日新」 A

1179044F3 日本ジェネリック オランザピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 A
物流センター火災による在庫消失
他社の出荷調整

未定

1179044F3 武田テバファーマ オランザピン錠１０ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中
1179044F3 陽進堂 オランザピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 オランザピン 1179044F8 ２０ｍｇ１錠 エルメッド オランザピン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

1179044F8 共和薬品 オランザピン錠２０ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179044F8 小林化工 オランザピン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 D
内用薬 オルメサルタン メドキソミル 2149044F1 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ オルメサルタン錠１０ｍｇ「杏林」 A

2149044F1 ケミファ オルメサルタン錠１０ｍｇ「ケミファ」
2149044F1 ニプロ オルメサルタン錠１０ｍｇ「ニプロ」 D 鏡石工場被災の影響により供給停止中 未定
2149044F1 小林化工 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＫＮ」 D

2149044F1 大原 オルメサルタン錠１０ｍｇ「オーハラ」 C
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

2149044F1 辰巳 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149044F1 鶴原 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ツルハラ」
2149044F1 日医工 オルメサルタン錠１０ｍｇ「日医工」 B
2149044F1 日新製薬 オルメサルタン錠１０ｍｇ「日新」 A
2149044F1 日本ジェネリック オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 A
2149044F1 日本薬工 オルメサルタン錠１０ｍｇ「三和」 A
2149044F1 陽進堂 オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 B

内用薬 オルメサルタン メドキソミル 2149044F2 ２０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ オルメサルタン錠２０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2149044F2 ケミファ オルメサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」
2149044F2 ニプロ オルメサルタン錠２０ｍｇ「ニプロ」 D 鏡石工場被災の影響により供給停止中 未定
2149044F2 小林化工 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 D
2149044F2 大原 オルメサルタン錠２０ｍｇ「オーハラ」 B
2149044F2 辰巳 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149044F2 鶴原 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ツルハラ」
2149044F2 日医工 オルメサルタン錠２０ｍｇ「日医工」 B
2149044F2 日新製薬 オルメサルタン錠２０ｍｇ「日新」 A
2149044F2 日本ジェネリック オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 A
2149044F2 日本薬工 オルメサルタン錠２０ｍｇ「三和」 A
2149044F2 陽進堂 オルメサルタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 B

内用薬 オルメサルタン メドキソミル 2149044F3 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ オルメサルタン錠５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2149044F3 ケミファ オルメサルタン錠５ｍｇ「ケミファ」
2149044F3 ニプロ オルメサルタン錠５ｍｇ「ニプロ」 D 鏡石工場被災の影響により供給停止中 未定

2149044F3 共和薬品 オルメサルタン錠５ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2149044F3 小林化工 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＫＮ」 D
2149044F3 大原 オルメサルタン錠５ｍｇ「オーハラ」 B
2149044F3 辰巳 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 B
2149044F3 鶴原 オルメサルタン錠５ｍｇ「ツルハラ」
2149044F3 日医工 オルメサルタン錠５ｍｇ「日医工」 B
2149044F3 日新製薬 オルメサルタン錠５ｍｇ「日新」 A
2149044F3 日本ジェネリック オルメサルタン錠５ｍｇ「ＪＧ」 A
2149044F3 日本薬工 オルメサルタン錠５ｍｇ「三和」 A
2149044F3 陽進堂 オルメサルタン錠５ｍｇ「ＹＤ」 B

内用薬 オルメサルタン メドキソミル 2149044F4 ４０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ オルメサルタン錠４０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2149044F4 ケミファ オルメサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」
2149044F4 ニプロ オルメサルタン錠４０ｍｇ「ニプロ」 D 鏡石工場被災の影響により供給停止中 未定

2149044F4 共和薬品 オルメサルタン錠４０ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2149044F4 小林化工 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＫＮ」 D

2149044F4 大原 オルメサルタン錠４０ｍｇ「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

2149044F4 辰巳 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149044F4 鶴原 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ツルハラ」
2149044F4 日医工 オルメサルタン錠４０ｍｇ「日医工」 B
2149044F4 日新製薬 オルメサルタン錠４０ｍｇ「日新」 A
2149044F4 日本ジェネリック オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 A
2149044F4 日本薬工 オルメサルタン錠４０ｍｇ「三和」 A
2149044F4 陽進堂 オルメサルタン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 B
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内用薬 オルメサルタン メドキソミル 2149044F5 １０ｍｇ１錠 OD錠 エルメッド オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 A
2149044F5 キョーリンリメディオ オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 A

2149044F5 ニプロ オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149044F5 マイラン オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加
し、直近で予測の140～240%の出荷となっ
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

2022年6月以降は在庫確保できる見
込み。

2149044F5 共和薬品 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 D

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2149044F5 小林化工 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 D
2149044F5 大原 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 B
2149044F5 第一三共 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ A
2149044F5 第一三共エスファ オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149044F5 沢井 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 A

2149044F5 東和薬品 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2149044F5 日医工 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年11月

2149044F5 日本ジェネリック オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 B
物流センター火災による在庫消失
他社の出荷調整

未定

内用薬 オルメサルタン メドキソミル 2149044F6 ２０ｍｇ１錠 OD錠 エルメッド オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＥＥ」 A
2149044F6 キョーリンリメディオ オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「杏林」 A

2149044F6 ニプロ オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149044F6 マイラン オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加
し、直近で予測の160～210%の出荷となっ
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

2022年6月以降は在庫確保できる見
込み。

2149044F6 共和薬品 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「アメル」 D

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2149044F6 小林化工 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＫＮ」 D
2149044F6 大原 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 B
2149044F6 第一三共 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ A
2149044F6 第一三共エスファ オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149044F6 沢井 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 A

2149044F6 東和薬品 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2149044F6 日医工 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年10月

2149044F6 日本ジェネリック オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 B
物流センター火災による在庫消失
他社の出荷調整

未定

内用薬 オルメサルタン メドキソミル 2149044F7 ４０ｍｇ１錠 OD錠 エルメッド オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＥＥ」 A
2149044F7 キョーリンリメディオ オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「杏林」 A

2149044F7 ニプロ オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149044F7 マイラン オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加
し、直近で予測の180～300%の出荷となっ
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

2022年5月以降は在庫確保できる見
込み。

2149044F7 小林化工 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＫＮ」 D
2149044F7 大原 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「オーハラ」 A
2149044F7 第一三共 オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ A
2149044F7 第一三共エスファ オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149044F7 沢井 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 A

2149044F7 東和薬品 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2149044F7 日医工 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2022年12月

2149044F7 日本ジェネリック オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＪＧ」 B
物流センター火災による在庫消失
他社の出荷調整

未定

内用薬 オルメサルタン メドキソミル 2149044F8 ５ｍｇ１錠 OD錠 エルメッド オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 A

2149044F8 ニプロ オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149044F8 マイラン オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 B
2149044F8 小林化工 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 D
2149044F8 第一三共 オルメテックＯＤ錠５ｍｇ A
2149044F8 第一三共エスファ オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149044F8 沢井 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 A
2149044F8 東和薬品 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 A
2149044F8 日医工 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 B

内用薬 カルバマゼピン 1139002C1 ５０％１ｇ サンファーマ テグレトール細粒５０％ B - -

1139002C1 共和薬品 カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 D
弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施したところ、当局相談が必要である
事案を確認致しました。相談を準備中です。

未定

1139002C1 藤永 カルバマゼピン細粒５０％「フジナガ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
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内用薬 カンデサルタン シレキセチル 2149040F1 ２ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ カンデサルタン錠２ｍｇ「明治」
2149040F1 あすか製薬 カンデサルタン錠２ｍｇ「あすか」 A

2149040F1 エルメッド カンデサルタン錠２ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149040F1 キョーリンリメディオ カンデサルタン錠２ｍｇ「杏林」 A
2149040F1 ケミファ カンデサルタン錠２ｍｇ「ケミファ」
2149040F1 サンド カンデサルタン錠２ｍｇ「サンド」 A
2149040F1 シオノ カンデサルタン錠２ｍｇ「科研」 D 現在、薬価削除手続き中

2149040F1 ニプロ カンデサルタン錠２ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149040F1 ニプロＥＳファーマ カンデサルタン錠２ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149040F1 マイラン カンデサルタン錠２ｍｇ「ファイザー」 D 2021年8月販売中止済み 2021年8月販売中止済み 20220331
2149040F1 共創未来ファーマ カンデサルタン錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 A

2149040F1 共和薬品 カンデサルタン錠２ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2149040F1 三和化学 カンデサルタン錠２ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
2149040F1 小林化工 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＫＮ」 D
2149040F1 大原 カンデサルタン錠２ｍｇ「オーハラ」 B
2149040F1 第一三共エスファ カンデサルタン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149040F1 沢井 カンデサルタン錠２ｍｇ「サワイ」 A
2149040F1 辰巳 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149040F1 鶴原 カンデサルタン錠２ｍｇ「ツルハラ」

2149040F1 東和薬品 カンデサルタン錠２ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2149040F1 日医工 カンデサルタン錠２ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2149040F1 日新製薬 カンデサルタン錠２ｍｇ「日新」 A
2149040F1 日本ジェネリック カンデサルタン錠２ｍｇ「ＪＧ」 A 他社の出荷調整 未定

2149040F1 武田テバファーマ カンデサルタン錠２ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中 2022年2月に通常出荷再開検討中

2149040F1 武田テバ薬品 ブロプレス錠２ A 通常出荷中
2149040F1 陽進堂 カンデサルタン錠２ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 カンデサルタン シレキセチル 2149040F4 １２ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ カンデサルタン錠１２ｍｇ「明治」
2149040F4 あすか製薬 カンデサルタン錠１２ｍｇ「あすか」 A

2149040F4 エルメッド カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149040F4 キョーリンリメディオ カンデサルタン錠１２ｍｇ「杏林」 A
2149040F4 ケミファ カンデサルタン錠１２ｍｇ「ケミファ」
2149040F4 サンド カンデサルタン錠１２ｍｇ「サンド」 A
2149040F4 シオノ カンデサルタン錠１２ｍｇ「科研」 D 現在、薬価削除手続き中

2149040F4 ニプロ カンデサルタン錠１２ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149040F4 ニプロＥＳファーマ カンデサルタン錠１２ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149040F4 マイラン カンデサルタン錠１２ｍｇ「ファイザー」 D 2021年8月販売中止済み 2021年8月販売中止済み 20220331
2149040F4 共創未来ファーマ カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＦＦＰ」 A

2149040F4 共和薬品 カンデサルタン錠１２ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2149040F4 三和化学 カンデサルタン錠１２ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
2149040F4 小林化工 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＫＮ」 D
2149040F4 大原 カンデサルタン錠１２ｍｇ「オーハラ」 B
2149040F4 第一三共エスファ カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149040F4 沢井 カンデサルタン錠１２ｍｇ「サワイ」 A
2149040F4 辰巳 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149040F4 鶴原 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ツルハラ」

2149040F4 東和薬品 カンデサルタン錠１２ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

2149040F4 日医工 カンデサルタン錠１２ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2149040F4 日新製薬 カンデサルタン錠１２ｍｇ「日新」 A
2149040F4 日本ジェネリック カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＪＧ」 B 他社の出荷調整 未定

2149040F4 武田テバファーマ カンデサルタン錠１２ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中 2022年5月に通常出荷再開予定

2149040F4 武田テバ薬品 ブロプレス錠１２ A 通常出荷中
2149040F4 陽進堂 カンデサルタン錠１２ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 カンデサルタン シレキセチル 2149040F5 ２ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「明治」

2149040F5 エルメッド カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149040F5 小林化工 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「ＫＮ」 D
2149040F5 沢井 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 A

2149040F5 東和薬品 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

内用薬 カンデサルタン シレキセチル 2149040F8 １２ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「明治」

2149040F8 エルメッド カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149040F8 小林化工 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「ＫＮ」 D
2149040F8 沢井 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「サワイ」 A

2149040F8 東和薬品 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

内用薬 カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤 2149116F2 １錠 あすか製薬 カムシア配合錠ＨＤ「あすか」 A
2149116F2 サンド カムシア配合錠ＨＤ「サンド」 A

2149116F2 ニプロ カムシア配合錠ＨＤ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149116F2 東和薬品 カムシア配合錠ＨＤ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2149116F2 日新製薬 カムシア配合錠ＨＤ「日新」 A
2149116F2 武田テバファーマ カムシア配合錠ＨＤ「武田テバ」 A 通常出荷中
2149116F2 武田テバ薬品 ユニシア配合錠ＨＤ A 通常出荷中
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
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内用薬 クアゼパム 1124030F2 ２０ｍｇ１錠 久光 ドラール錠２０ A

1124030F2 共和薬品 クアゼパム錠２０ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1124030F2 沢井 クアゼパム錠２０ｍｇ「サワイ」 A
1124030F2 東和薬品 クアゼパム錠２０ｍｇ「トーワ」 A
1124030F2 日医工 クアゼパム錠２０ｍｇ「日医工」 A
1124030F2 日新製薬 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＭＮＰ」 A
1124030F2 陽進堂 クアゼパム錠２０ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 クエチアピンフマル酸塩 1179042C1 ５０％１ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ クエチアピン細粒５０％「明治」
1179042C1 アステラス セロクエル細粒５０％ A

1179042C1 シオノ クエチアピン細粒５０％「三和」 C 他製剤含めて製造量増による製造遅延のため 解決見込み時期は調整中

1179042C1 ニプロＥＳファーマ クエチアピン細粒５０％「ヨシトミ」 D
他社出荷調整の影響による需要増への対応困
難なため

2022年4月以降

1179042C1 共和薬品 クエチアピン細粒５０％「アメル」 D
弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施したところ、当局相談が必要である
事案を確認致しました。相談を準備中です。

未定

1179042C1 高田 クエチアピン細粒５０％「ＥＥ」 高田販売 B

1179042C1 高田 クエチアピン細粒５０％「ＥＥ」 日医工販売 B
他社の出荷停止に伴う代替需要から急激に販
売が伸びたため

未定

1179042C1 小林化工 クエチアピン細粒５０％「ＭＥＥＫ」 D
1179042C1 沢井 クエチアピン細粒５０％「サワイ」 A

1179042C1 東和薬品 クエチアピン細粒５０％「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1179042C1 武田テバファーマ クエチアピン細粒５０％「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）

内用薬 クエチアピンフマル酸塩 1179042C2 １０％１ｇ 共和薬品 クエチアピン細粒１０％「アメル」 D
弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施したところ、当局相談が必要である
事案を確認致しました。相談を準備中です。

未定

内用薬 クエチアピンフマル酸塩 1179042F1 ２５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」
1179042F1 あすか製薬 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＡＡ」 D 販売中止品
1179042F1 アステラス セロクエル２５ｍｇ錠 A
1179042F1 サンド クエチアピン錠２５ｍｇ「サンド」 A

1179042F1 シオノ クエチアピン錠２５ｍｇ「三和」 C 他製剤含めて製造量増による製造遅延のため 解決見込み時期は調整中

1179042F1 ニプロＥＳファーマ クエチアピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

2022年2月7日出荷調整解除

1179042F1 ファイザー クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加し
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年7月以降は対応可能。

1179042F1 共創未来ファーマ クエチアピン錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 A

1179042F1 共和薬品 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179042F1 高田 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 高田販売 B

1179042F1 高田 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 日医工販売 C
他社の出荷停止に伴う代替需要から急激に販
売が伸びたため

未定

1179042F1 小林化工 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
1179042F1 第一三共エスファ クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179042F1 沢井 クエチアピン錠２５ｍｇ「サワイ」 A

1179042F1 東和薬品 クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1179042F1 日医工 クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 A
1179042F1 日新製薬 クエチアピン錠２５ｍｇ「日新」 A
1179042F1 日本ジェネリック クエチアピン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 C 他社の出荷調整 未定
1179042F1 武田テバ薬品 クエチアピン錠２５ｍｇ「テバ」 D 中止品 20220331

内用薬 クエチアピンフマル酸塩 1179042F2 １００ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」
1179042F2 あすか製薬 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＡＡ」 D 販売中止品
1179042F2 アステラス セロクエル１００ｍｇ錠 A
1179042F2 サンド クエチアピン錠１００ｍｇ「サンド」 A

1179042F2 シオノ クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 C 他製剤含めて製造量増による製造遅延のため 解決見込み時期は調整中

1179042F2 ニプロＥＳファーマ クエチアピン錠１００ｍｇ「ヨシトミ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

2022年2月7日出荷調整解除

1179042F2 ファイザー クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加し
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年7月以降は対応可能。

1179042F2 共創未来ファーマ クエチアピン錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 A

1179042F2 共和薬品 クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179042F2 高田 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 高田販売 B

1179042F2 高田 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 日医工販売 C
他社の出荷停止に伴う代替需要から急激に販
売が伸びたため

未定

1179042F2 小林化工 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
1179042F2 第一三共エスファ クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179042F2 沢井 クエチアピン錠１００ｍｇ「サワイ」 A

1179042F2 東和薬品 クエチアピン錠１００ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1179042F2 日医工 クエチアピン錠１００ｍｇ「日医工」 A
1179042F2 日新製薬 クエチアピン錠１００ｍｇ「日新」 A
1179042F2 日本ジェネリック クエチアピン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 C 他社の出荷調整 未定
1179042F2 武田テバ薬品 クエチアピン錠１００ｍｇ「テバ」 D 中止品 20220331
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内用薬 クエチアピンフマル酸塩 1179042F3 ２００ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ クエチアピン錠２００ｍｇ「明治」
1179042F3 あすか製薬 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＡＡ」 D 販売中止品
1179042F3 アステラス セロクエル２００ｍｇ錠 A
1179042F3 サンド クエチアピン錠２００ｍｇ「サンド」 A

1179042F3 シオノ クエチアピン錠２００ｍｇ「三和」 C 他製剤含めて製造量増による製造遅延のため 解決見込み時期は調整中

1179042F3 ニプロＥＳファーマ クエチアピン錠２００ｍｇ「ヨシトミ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

2022年2月7日出荷調整解除

1179042F3 ファイザー クエチアピン錠２００ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加し
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年7月以降は対応可能。

1179042F3 共創未来ファーマ クエチアピン錠２００ｍｇ「ＦＦＰ」 A

1179042F3 共和薬品 クエチアピン錠２００ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179042F3 高田 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 高田販売 B

1179042F3 高田 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 日医工販売 B
他社の出荷停止に伴う代替需要から急激に販
売が伸びたため

未定

1179042F3 小林化工 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
1179042F3 第一三共エスファ クエチアピン錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179042F3 沢井 クエチアピン錠２００ｍｇ「サワイ」 A

1179042F3 東和薬品 クエチアピン錠２００ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1179042F3 日医工 クエチアピン錠２００ｍｇ「日医工」 A
1179042F3 日新製薬 クエチアピン錠２００ｍｇ「日新」 A
1179042F3 日本ジェネリック クエチアピン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 B 他社の出荷調整 未定
1179042F3 武田テバ薬品 クエチアピン錠２００ｍｇ「テバ」 D 中止品 20220331

内用薬 クエチアピンフマル酸塩 1179042F4 １２．５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」

1179042F4 共和薬品 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179042F4 小林化工 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
内用薬 クエチアピンフマル酸塩 1179042F5 ５０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ クエチアピン錠５０ｍｇ「明治」

1179042F5 共和薬品 クエチアピン錠５０ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179042F5 高田 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 高田販売 B

1179042F5 高田 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＥＥ」 日医工販売 C
他社の出荷停止に伴う代替需要から急激に販
売が伸びたため

未定

1179042F5 小林化工 クエチアピン錠５０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
1179042F5 沢井 クエチアピン錠５０ｍｇ「サワイ」 A

内用薬 クロピドグレル硫酸塩 3399008F3 ５０ｍｇ１錠 エルメッド クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

3399008F3 ニプロＥＳファーマ クロピドグレル錠５０ｍｇ「タナベ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

3399008F3 高田 クロピドグレル錠５０ｍｇ「明治」 A
3399008F3 小林化工 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＫＮ」 D
3399008F3 沢井 クロピドグレル錠５０ｍｇ「サワイ」 A
3399008F3 辰巳 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 A

内用薬 ジエノゲスト 2499010F1 １ｍｇ１錠 サンファーマ ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＳＵＮ」 A - -
2499010F1 ジェイドルフ ジエノゲスト錠１ｍｇ「キッセイ」 A
2499010F1 ニプロ ジエノゲスト錠１ｍｇ「ニプロ」 A
2499010F1 マイランＥＰＤ ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＭＹＬ」 A
2499010F1 持田 ディナゲスト錠１ｍｇ A
2499010F1 持田販売 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 A
2499010F1 小林化工 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＫＮ」 D
2499010F1 沢井 ジエノゲスト錠１ｍｇ「サワイ」 A
2499010F1 東和薬品 ジエノゲスト錠１ｍｇ「トーワ」 A
2499010F1 日本ジェネリック ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＪＧ」 A
2499010F1 富士製薬 ジエノゲスト錠１ｍｇ「Ｆ」 A

内用薬 ジエノゲスト 2499010F2 １ｍｇ１錠 OD錠 ジェイドルフ ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「キッセイ」 A
2499010F2 持田 ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ A
2499010F2 持田販売 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 A
2499010F2 小林化工 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 D
2499010F2 東和薬品 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 A
2499010F2 富士製薬 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「Ｆ」 A

内用薬 シロドシン 2590010F1 ２ｍｇ１錠 あすか製薬 シロドシン錠２ｍｇ「あすか」 D
委託先製造業許可取り下げによる自主回収の
ため

未定

2590010F1 キッセイ ユリーフ錠２ｍｇ A
2590010F1 キョーリンリメディオ シロドシン錠２ｍｇ「杏林」 A

2590010F1 ニプロ シロドシン錠２ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2590010F1 共創未来ファーマ シロドシン錠２ｍｇ「ＫＭＰ」 A
2590010F1 小林化工 シロドシン錠２ｍｇ「ＫＮ」 D
2590010F1 大原 シロドシン錠２ｍｇ「オーハラ」 B
2590010F1 第一三共エスファ シロドシン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2590010F1 辰巳 シロドシン錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2590010F1 東和薬品 シロドシン錠２ｍｇ「トーワ」 A
2590010F1 日医工 シロドシン錠２ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降
2590010F1 日本ジェネリック シロドシン錠２ｍｇ「ＪＧ」 A
2590010F1 陽進堂 シロドシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 A
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内用薬 シロドシン 2590010F2 ４ｍｇ１錠 あすか製薬 シロドシン錠４ｍｇ「あすか」 D
委託先製造業許可取り下げによる自主回収の
ため

未定

2590010F2 キッセイ ユリーフ錠４ｍｇ A
2590010F2 キョーリンリメディオ シロドシン錠４ｍｇ「杏林」 A

2590010F2 ニプロ シロドシン錠４ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2590010F2 共創未来ファーマ シロドシン錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 A
2590010F2 小林化工 シロドシン錠４ｍｇ「ＫＮ」 D
2590010F2 大原 シロドシン錠４ｍｇ「オーハラ」 B
2590010F2 第一三共エスファ シロドシン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2590010F2 辰巳 シロドシン錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2590010F2 東和薬品 シロドシン錠４ｍｇ「トーワ」 A
2590010F2 日医工 シロドシン錠４ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降
2590010F2 日本ジェネリック シロドシン錠４ｍｇ「ＪＧ」 A
2590010F2 陽進堂 シロドシン錠４ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 シロドシン 2590010F3 ２ｍｇ１錠 OD錠 Ｍｅファルマ シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「Ｍｅ」 A

2590010F3 あすか製薬 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「あすか」 D
委託先製造業許可取り下げによる自主回収の
ため

未定

2590010F3 エルメッド シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＥＥ」 A
2590010F3 キッセイ ユリーフＯＤ錠２ｍｇ A
2590010F3 キョーリンリメディオ シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「杏林」 A
2590010F3 ケミファ シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ケミファ」
2590010F3 ニプロ シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ニプロ」 D 自主回収のため 未定
2590010F3 共創未来ファーマ シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＫＭＰ」 A
2590010F3 小林化工 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＫＮ」 D

2590010F3 大原 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

2590010F3 第一三共エスファ シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2590010F3 沢井 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 A
2590010F3 鶴原 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ツルハラ」
2590010F3 日新製薬 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「日新」 A
2590010F3 日本ジェネリック シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＪＧ」 A
2590010F3 陽進堂 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 シロドシン 2590010F4 ４ｍｇ１錠 OD錠 Ｍｅファルマ シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「Ｍｅ」 A

2590010F4 あすか製薬 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「あすか」 D
委託先製造業許可取り下げによる自主回収の
ため

未定

2590010F4 エルメッド シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」 A
2590010F4 キッセイ ユリーフＯＤ錠４ｍｇ A
2590010F4 キョーリンリメディオ シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「杏林」 A
2590010F4 ケミファ シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ケミファ」
2590010F4 ニプロ シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ニプロ」 D 自主回収のため 未定
2590010F4 共創未来ファーマ シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 A
2590010F4 小林化工 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＮ」 D
2590010F4 大原 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「オーハラ」 B
2590010F4 第一三共エスファ シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2590010F4 沢井 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 A
2590010F4 鶴原 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ツルハラ」
2590010F4 日新製薬 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「日新」 A
2590010F4 日本ジェネリック シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＪＧ」 A
2590010F4 陽進堂 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 シンバスタチン 2189011F2 １０ｍｇ１錠 あすか製薬 シンバスタチン錠１０ｍｇ「あすか」 A 未定
2189011F2 オルガノン リポバス錠１０ A

2189011F2 キョーリンリメディオ シンバスタチン錠１０ｍｇ「杏林」 D
他社製品供給停止等による引き合い増に生産
計画、在庫状況が対応できないため

未定

2189011F2 サンノーバ シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 C
製造委託先の品質問題への対応により製品の
納品が出来ていないため。

製造再開時期は22年5月を予定してお
り在庫が潤沢になり次第改善の見込
み。

2189011F2 マイラン シンバスタチン錠１０ｍｇ「マイラン」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加
し、直近で予測の130～170%の出荷となっ
た。原料調達に時間を要し、かつ製造所も他
製剤の代替需要が集中しており、の追加製造
ができないと回答があったため出荷調整を開
始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年5月以降は問題なく対
応可能。

2189011F2 メディサ シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 A
2189011F2 共和薬品 シンバスタチン錠１０ｍｇ「アメル」 D 販売中止しております - 20220331
2189011F2 小林化工 シンバスタチン錠１０「ＭＥＥＫ」 D
2189011F2 大原 シンバスタチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 B

2189011F2 沢井 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 C
サワイ屋号品の1/50の販売数量の為、同時に
出荷調整。

2021/2/12供給停止事前報告提出。
販売中止案内済。「サワイ」屋号品
で代替致しております。

2189011F2 東和薬品 シンバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

2189011F2 日医工 シンバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2189011F2 日医工ファーマ シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2189011F2 武田テバファーマ シンバスタチン錠１０ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
供給問題発生以前と比較し130％以上
出荷。増産対応中。解決見込みは他
社状況による

2189011F2 陽進堂 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 スピロノラクトン 2133001F1 ２５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ スピロノラクトン錠２５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中

2133001F1 ニプロ スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2133001F1 ファイザー アルダクトンＡ錠２５ｍｇ A
2133001F1 辰巳 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2133001F1 長生堂 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年10月以降

2133001F1 鶴原 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ツルハラ」

2133001F1 東和薬品 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2133001F1 日医工 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 B

2133001F1 武田テバファーマ スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中

未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）
製造能力キャパシティ超えのためス
ケールアップ、移管PV後(2022年5月
以降)に増産可能

2133001F1 陽進堂 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 セリプロロール塩酸塩 2149029F1 １００ｍｇ１錠 大興 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「ＪＧ」 B

2149029F1 長生堂 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

未定

2149029F1 東和薬品 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 C 販売中止 20220331

2149029F1 日医工 セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2149029F1 日本新薬 セレクトール錠１００ｍｇ A
2149029F1 武田テバファーマ セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中

内用薬 セリプロロール塩酸塩 2149029F2 ２００ｍｇ１錠 大興 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「ＪＧ」 B

2149029F2 長生堂 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

未定

2149029F2 東和薬品 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「トーワ」 C 販売中止 20220331

2149029F2 日医工 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2149029F2 日本新薬 セレクトール錠２００ｍｇ A
2149029F2 武田テバファーマ セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中

内用薬 セルトラリン塩酸塩 1179046F1 ２５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ セルトラリン錠２５ｍｇ「明治」

1179046F1 ヴィアトリス ジェイゾロフト錠２５ｍｇ C

他社Generic製品の出荷調整等の影響に伴い
需要増となっている。製造所も調整が困難で
あるためPTP100は出荷停止、他3SKUも出荷
調整となっている。

未定

1179046F1 キョーリンリメディオ セルトラリン錠２５ｍｇ「杏林」 C
他社製品供給停止等による引き合い増に生産
計画、在庫状況が対応できないため

未定

1179046F1 ケミファ セルトラリン錠２５ｍｇ「ケミファ」
1179046F1 サンド セルトラリン錠２５ｍｇ「サンド」 A
1179046F1 ダイト セルトラリン錠２５ｍｇ「科研」 A

1179046F1 ニプロ セルトラリン錠２５ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179046F1 ニプロＥＳファーマ セルトラリン錠２５ｍｇ「タナベ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179046F1 共和薬品 セルトラリン錠２５ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179046F1 高田 セルトラリン錠２５ｍｇ「タカタ」 C
他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
め生産遅延

未定

1179046F1 三和化学 セルトラリン錠２５ｍｇ「三和」 C 他社出荷調整に伴う需要増 販売中止申請準備中
1179046F1 第一三共エスファ セルトラリン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179046F1 沢井 セルトラリン錠２５ｍｇ「サワイ」 A
1179046F1 辰巳 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 A
1179046F1 鶴原 セルトラリン錠２５ｍｇ「ツルハラ」

1179046F1 東和薬品 セルトラリン錠２５ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1179046F1 日医工 セルトラリン錠２５ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年01月
1179046F1 日本ジェネリック セルトラリン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 A 他社の出荷調整 未定
1179046F1 陽進堂 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 セルトラリン塩酸塩 1179046F2 ５０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ セルトラリン錠５０ｍｇ「明治」
1179046F2 ヴィアトリス ジェイゾロフト錠５０ｍｇ B

1179046F2 キョーリンリメディオ セルトラリン錠５０ｍｇ「杏林」 C
他社製品供給停止等による引き合い増に生産
計画、在庫状況が対応できないため

未定

1179046F2 ケミファ セルトラリン錠５０ｍｇ「ケミファ」
1179046F2 サンド セルトラリン錠５０ｍｇ「サンド」 A
1179046F2 ダイト セルトラリン錠５０ｍｇ「科研」 A

1179046F2 ニプロ セルトラリン錠５０ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179046F2 ニプロＥＳファーマ セルトラリン錠５０ｍｇ「タナベ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179046F2 共和薬品 セルトラリン錠５０ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179046F2 高田 セルトラリン錠５０ｍｇ「タカタ」 C
他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
め生産遅延

未定

1179046F2 三和化学 セルトラリン錠５０ｍｇ「三和」 C 他社出荷調整に伴う需要増 販売中止申請準備中
1179046F2 第一三共エスファ セルトラリン錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179046F2 沢井 セルトラリン錠５０ｍｇ「サワイ」 A
1179046F2 辰巳 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
1179046F2 鶴原 セルトラリン錠５０ｍｇ「ツルハラ」

1179046F2 東和薬品 セルトラリン錠５０ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1179046F2 日医工 セルトラリン錠５０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年01月
1179046F2 日本ジェネリック セルトラリン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 A 他社の出荷調整 未定
1179046F2 陽進堂 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 セルトラリン塩酸塩 1179046F3 １００ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ セルトラリン錠１００ｍｇ「明治」
1179046F3 ヴィアトリス ジェイゾロフト錠１００ｍｇ B
1179046F3 キョーリンリメディオ セルトラリン錠１００ｍｇ「杏林」 A
1179046F3 ケミファ セルトラリン錠１００ｍｇ「ケミファ」
1179046F3 サンド セルトラリン錠１００ｍｇ「サンド」 A
1179046F3 ダイト セルトラリン錠１００ｍｇ「科研」 A

1179046F3 ニプロ セルトラリン錠１００ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179046F3 ニプロＥＳファーマ セルトラリン錠１００ｍｇ「タナベ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179046F3 共和薬品 セルトラリン錠１００ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179046F3 高田 セルトラリン錠１００ｍｇ「タカタ」 B
1179046F3 三和化学 セルトラリン錠１００ｍｇ「三和」 D 他社出荷調整に伴う需要増 販売中止申請準備中
1179046F3 第一三共エスファ セルトラリン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179046F3 沢井 セルトラリン錠１００ｍｇ「サワイ」 A
1179046F3 辰巳 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 A
1179046F3 鶴原 セルトラリン錠１００ｍｇ「ツルハラ」

1179046F3 東和薬品 セルトラリン錠１００ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

1179046F3 日医工 セルトラリン錠１００ｍｇ「日医工」 B
1179046F3 日本ジェネリック セルトラリン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 A 他社の出荷調整 未定
1179046F3 陽進堂 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 ゾテピン 1179024F3 １００ｍｇ１錠 ＬＴＬファーマ ロドピン錠１００ｍｇ A
1179024F3 共和薬品 ゾテピン錠１００ｍｇ「アメル」 D 販売中止しております - 20220331
1179024F3 高田 ゾテピン錠１００ｍｇ「タカタ」 B

1179024F3 長生堂 ゾテピン錠１００ｍｇ「ヨシトミ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

未定

内用薬 タムスロシン塩酸塩 2590008F1 ０．１ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「明治」

2590008F1 あすか製薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「あすか」 A

2590008F1 ファイザー タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加し
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年7月以降は対応可能。

2590008F1 小林化工 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＫＮ」 D
2590008F1 沢井 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 A
2590008F1 長生堂 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＣＨ」 A

2590008F1 東和薬品 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2590008F1 日医工 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「日医工」 A
2590008F1 日新製薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「日新」 A
2590008F1 日本薬工 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ケミファ」 A
2590008F1 武田テバ薬品 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＴＹＫ」 A 通常出荷中
2590008F1 アステラス ハルナールＤ錠０．１ｍｇ A

内用薬 タムスロシン塩酸塩 2590008F2 ０．２ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」

2590008F2 あすか製薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「あすか」 A

2590008F2 ファイザー タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加し
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年7月以降は対応可能。

2590008F2 共和薬品 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「アメル」 D 販売中止しております - 20220331
2590008F2 小林化工 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＫＮ」 D
2590008F2 沢井 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 A
2590008F2 長生堂 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＣＨ」 A

2590008F2 東和薬品 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2590008F2 日医工 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」 A
2590008F2 日新製薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日新」 A
2590008F2 日本薬工 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 A
2590008F2 武田テバ薬品 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＴＹＫ」 A 通常出荷中(需要増加傾向)
2590008F2 アステラス ハルナールＤ錠０．２ｍｇ A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 チザニジン塩酸塩 1249010F1 １ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ チザニジン錠１ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
1249010F1 サンファーマ テルネリン錠１ｍｇ A - -

1249010F1 共和薬品 チザニジン錠１ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1249010F1 沢井 チザニジン錠１ｍｇ「サワイ」 A
1249010F1 長生堂 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 D 生産ライン切迫による生産遅延。 2022年04月以降
1249010F1 鶴原 チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」

1249010F1 東和薬品 チザニジン錠１ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

1249010F1 日医工 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 A
1249010F1 日本薬工 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰＩ」 A

1249010F1 武田テバファーマ チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 B 他社要因による需要増加のため、出荷調整中 2022年8月から従来の供給量

内用薬 テルビナフィン塩酸塩 6290005F1 １２５ｍｇ１錠 サンド テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サンド」 A
6290005F1 サンファーマ ラミシール錠１２５ｍｇ B - -
6290005F1 ダイト テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ダイト」 A

6290005F1 ニプロ テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

6290005F1 ニプロＥＳファーマ テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

6290005F1 ファイザー テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 C

他社出荷調整の影響に伴い代替需要が増加し
た。製造所も他製剤の代替需要が集中してお
り、追加製造ができないと回答があったため
出荷調整を開始した。

未定
他社の出荷動向によるが、代替需要
を補えるほどの製造キャパシティは
ない状況。既存顧客向けの出荷につ
いては2022年7月以降は対応可能。

6290005F1 フェルゼンファーマ テルビナフィン塩酸塩錠１２５ｍｇ「フェルゼン」 A
6290005F1 岩城 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「イワキ」 A
6290005F1 高田 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タカタ」 A
6290005F1 小林化工 テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 D
6290005F1 沢井 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 A
6290005F1 辰巳 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＴＣＫ」 A

6290005F1 長生堂 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2023年12月以降

6290005F1 東和薬品 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「トーワ」 C 原薬の供給遅延のため 未定
6290005F1 日医工 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 B
6290005F1 日本薬工 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミファ」 A
6290005F1 富士製薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「Ｆ」 A
6290005F1 武田テバファーマ テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タイヨー」 A 通常出荷中
6290005F1 陽進堂 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 テルミサルタン 2149042F1 ２０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ テルミサルタン錠２０ｍｇ「明治」

2149042F1 エルメッド テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149042F1 キョーリンリメディオ テルミサルタン錠２０ｍｇ「杏林」 A
2149042F1 ケミファ テルミサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」
2149042F1 サンド テルミサルタン錠２０ｍｇ「サンド」 A
2149042F1 ダイト テルミサルタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 B

2149042F1 ニプロ テルミサルタン錠２０ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149042F1 ニプロＥＳファーマ テルミサルタン錠２０ｍｇ「タナベ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149042F1 フェルゼンファーマ テルミサルタン錠２０ｍｇ「フェルゼン」 A
2149042F1 共創未来ファーマ テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 A
2149042F1 三和化学 テルミサルタン錠２０ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
2149042F1 小林化工 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 D
2149042F1 大原 テルミサルタン錠２０ｍｇ「オーハラ」 B
2149042F1 第一三共エスファ テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149042F1 沢井 テルミサルタン錠２０ｍｇ「サワイ」 A
2149042F1 辰巳 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149042F1 鶴原 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ツルハラ」
2149042F1 東和薬品 テルミサルタン錠２０ｍｇ「トーワ」 A
2149042F1 日医工 テルミサルタン錠２０ｍｇ「日医工」 B
2149042F1 日本ジェネリック テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 A
2149042F1 日本ベーリンガー ミカルディス錠２０ｍｇ A
2149042F1 日本薬工 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 A
2149042F1 武田テバ薬品 テルミサルタン錠２０ｍｇ「武田テバ」 A 通常出荷中
2149042F1 陽進堂 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 テルミサルタン 2149042F2 ４０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ テルミサルタン錠４０ｍｇ「明治」

2149042F2 エルメッド テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149042F2 キョーリンリメディオ テルミサルタン錠４０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2149042F2 ケミファ テルミサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」
2149042F2 サンド テルミサルタン錠４０ｍｇ「サンド」 A
2149042F2 ダイト テルミサルタン錠４０ｍｇ「ファイザー」 B

2149042F2 ニプロ テルミサルタン錠４０ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149042F2 ニプロＥＳファーマ テルミサルタン錠４０ｍｇ「タナベ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149042F2 フェルゼンファーマ テルミサルタン錠４０ｍｇ「フェルゼン」 A
2149042F2 共創未来ファーマ テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＦＦＰ」 A
2149042F2 三和化学 テルミサルタン錠４０ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
2149042F2 小林化工 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＫＮ」 D
2149042F2 大原 テルミサルタン錠４０ｍｇ「オーハラ」 B
2149042F2 第一三共エスファ テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149042F2 沢井 テルミサルタン錠４０ｍｇ「サワイ」 A
2149042F2 辰巳 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149042F2 鶴原 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ツルハラ」
2149042F2 東和薬品 テルミサルタン錠４０ｍｇ「トーワ」 A
2149042F2 日医工 テルミサルタン錠４０ｍｇ「日医工」 B
2149042F2 日本ジェネリック テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 A
2149042F2 日本ベーリンガー ミカルディス錠４０ｍｇ A
2149042F2 日本薬工 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＮＰＩ」 A

2149042F2 武田テバ薬品 テルミサルタン錠４０ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）
委託先製造キャパオーバー

2149042F2 陽進堂 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 テルミサルタン 2149042F3 ８０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ テルミサルタン錠８０ｍｇ「明治」

2149042F3 エルメッド テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149042F3 キョーリンリメディオ テルミサルタン錠８０ｍｇ「杏林」 C
他社製品供給停止等による引き合い増に生産
計画、在庫状況が対応できないため

未定

2149042F3 ケミファ テルミサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」
2149042F3 サンド テルミサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 A
2149042F3 ダイト テルミサルタン錠８０ｍｇ「ファイザー」 B

2149042F3 ニプロ テルミサルタン錠８０ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149042F3 ニプロＥＳファーマ テルミサルタン錠８０ｍｇ「タナベ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149042F3 フェルゼンファーマ テルミサルタン錠８０ｍｇ「フェルゼン」 A
2149042F3 共創未来ファーマ テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＦＦＰ」 A
2149042F3 三和化学 テルミサルタン錠８０ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
2149042F3 小林化工 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＫＮ」 D
2149042F3 大原 テルミサルタン錠８０ｍｇ「オーハラ」 B
2149042F3 第一三共エスファ テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149042F3 沢井 テルミサルタン錠８０ｍｇ「サワイ」 A
2149042F3 辰巳 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149042F3 鶴原 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ツルハラ」

2149042F3 東和薬品 テルミサルタン錠８０ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

2149042F3 日医工 テルミサルタン錠８０ｍｇ「日医工」 B
2149042F3 日本ジェネリック テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＪＧ」 A
2149042F3 日本ベーリンガー ミカルディス錠８０ｍｇ A
2149042F3 日本薬工 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＮＰＩ」 A
2149042F3 武田テバ薬品 テルミサルタン錠８０ｍｇ「武田テバ」 A 通常出荷中
2149042F3 陽進堂 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 ドキサゾシンメシル酸塩 2149026F1 ０．５ｍｇ１錠 ヴィアトリス カルデナリン錠０．５ｍｇ A
2149026F1 サンノーバ ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 A

2149026F1 ニプロ ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149026F1 ニプロＥＳファーマ ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149026F1 ファイザーＵＰＪ ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ファイザー」 A

2149026F1 メディサ ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＭＥＤ」 C
サワイ屋号品の1/60の販売数量の為、同時に
出荷調整

2021/2/12供給停止事前報告書提
出。販売中止の案内済み。「サワ
イ」屋号品で代替致しております。

2149026F1 共和薬品 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2149026F1 小林化工 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2149026F1 沢井 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「サワイ」 A
2149026F1 辰巳 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149026F1 長生堂 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 A

2149026F1 東和薬品 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2149026F1 日医工 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「日医工」 B
2149026F1 日新製薬 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＳ」 A

2149026F1 武田テバファーマ ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定：市場シェアが高い他社の状況
による

2149026F1 陽進堂 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 ドキサゾシンメシル酸塩 2149026F2 １ｍｇ１錠 ヴィアトリス カルデナリン錠１ｍｇ A
2149026F2 サンノーバ ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 A

2149026F2 ニプロ ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149026F2 ニプロＥＳファーマ ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149026F2 ファイザーＵＰＪ ドキサゾシン錠１ｍｇ「ファイザー」 A

2149026F2 メディサ ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＭＥＤ」 C
サワイ屋号品の1/90の販売数量の為、同時に
出荷調整

2021/2/12供給停止事前報告書提
出。販売中止の案内済み。「サワ
イ」屋号品で代替致しております。

2149026F2 共和薬品 ドキサゾシン錠１ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2149026F2 小林化工 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2149026F2 沢井 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 A
2149026F2 辰巳 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2149026F2 長生堂 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＪＧ」 D
弊社行政処分に伴う生産遅延並びに出荷判定
の遅延が発生したことによる。

2022年06月以降

2149026F2 東和薬品 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2149026F2 日医工 ドキサゾシン錠１ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2149026F2 日新製薬 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＳ」 A

2149026F2 武田テバファーマ ドキサゾシン錠１ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定：市場シェアが高い他社の状況
による

2149026F2 陽進堂 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 ドキサゾシンメシル酸塩 2149026F3 ２ｍｇ１錠 ヴィアトリス カルデナリン錠２ｍｇ A

2149026F3 サンノーバ ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＥＭＥＣ」 A

2149026F3 ニプロ ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149026F3 ニプロＥＳファーマ ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149026F3 ファイザーＵＰＪ ドキサゾシン錠２ｍｇ「ファイザー」 A

2149026F3 メディサ ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＭＥＤ」 C
サワイ屋号品の1/30の販売数量の為、同時に
出荷調整

2021/2/12供給停止事前報告書提
出。販売中止の案内済み。「サワ
イ」屋号品で代替致しております。

2149026F3 共和薬品 ドキサゾシン錠２ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2149026F3 小林化工 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2149026F3 沢井 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 A
2149026F3 辰巳 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2149026F3 長生堂 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年08月以降

2149026F3 東和薬品 ドキサゾシン錠２ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2149026F3 日医工 ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2149026F3 日新製薬 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＳ」 A

2149026F3 武田テバファーマ ドキサゾシン錠２ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定：市場シェアが高い他社の状況
による

2149026F3 陽進堂 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 ドキサゾシンメシル酸塩 2149026F4 ４ｍｇ１錠 ヴィアトリス カルデナリン錠４ｍｇ A

2149026F4 サンノーバ ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＥＭＥＣ」 A

2149026F4 ニプロ ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149026F4 ニプロＥＳファーマ ドキサゾシン錠４ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149026F4 ファイザーＵＰＪ ドキサゾシン錠４ｍｇ「ファイザー」 A

2149026F4 メディサ ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＭＥＤ」 C
サワイ屋号品の1/80の販売数量の為、同時に
出荷調整

2021/2/12供給停止事前報告書提
出。販売中止の案内済み。「サワ
イ」屋号品で代替致しております。

2149026F4 共和薬品 ドキサゾシン錠４ｍｇ「アメル」 A

市場シェアが低く、他社出荷調整の影響によ
り出荷調整を継続しております。
また、製造キャパシティーが不足しているた
め増産見込みは未定。

未定

2149026F4 小林化工 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2149026F4 沢井 ドキサゾシン錠４ｍｇ「サワイ」 A
2149026F4 辰巳 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149026F4 長生堂 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＪＧ」 A

2149026F4 東和薬品 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2149026F4 日医工 ドキサゾシン錠４ｍｇ「日医工」 B
2149026F4 日新製薬 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＮＳ」 A

2149026F4 武田テバファーマ ドキサゾシン錠４ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定：市場シェアが高い他社の状況
による

2149026F4 陽進堂 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＹＤ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 ドネペジル塩酸塩 1190012F3 ３ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」
1190012F3 キョーリンリメディオ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「杏林」 A
1190012F3 ケミファ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ケミファ」
1190012F3 サンド ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サンド」 A
1190012F3 シオノ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「科研」 A
1190012F3 ダイト ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「モチダ」 D 製造委託先の生産ストップの影響 未定
1190012F3 ニプロ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰ」 A
1190012F3 ニプロＥＳファーマ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タナベ」 A
1190012F3 救急 ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム３ｍｇ「ＥＥ」 A
1190012F3 共創未来ファーマ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＦＦＰ」 A

1190012F3 共和薬品 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1190012F3 皇漢堂 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「クニヒロ」

1190012F3 高田 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タカタ」 C
他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
め生産遅延

未定

1190012F3 全星 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＺＥ」 A
1190012F3 大原 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「オーハラ」 B
1190012F3 第一三共エスファ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1190012F3 沢井 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「サワイ」 A
1190012F3 辰巳 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＣＫ」 A

1190012F3 東和薬品 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1190012F3 日医工 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 B
1190012F3 日新製薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日新」 A
1190012F3 日本ジェネリック ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＪＧ」 D 販売中止 2020/12/01 発売中止案内発出
1190012F3 日本薬工 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰＩ」 A

1190012F3 武田テバファーマ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定：市場シェアが高い他社の状況
による

1190012F3 武田テバ薬品 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＴＹＫ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定：市場シェアが高い他社の状況
による

1190012F3 陽進堂 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＹＤ」 A
1190012F3 エーザイ アリセプトＤ錠３ｍｇ A

内用薬 ドロキシドパ 1169006M1 １００ｍｇ１カプセル 共和薬品 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1169006M1 日医工ファーマ ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「日医工」 C 他社の供給状況不安定の影響 未定
内用薬 ドロキシドパ 1169006M2 ２００ｍｇ１カプセル 共和薬品 ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「アメル」 A 汎用規格の出荷調整の為。 未定

1169006M2 日医工ファーマ ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「日医工」 A
内用薬 ドンペリドン 2399005F1 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ ドンペリドン錠５ｍｇ「杏林」 B 割当出荷中

2399005F1 サンノーバ ドンペリドン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 C
他社製品の欠品による代替需要のため販売が
急増したため。

在庫が潤沢になり次第改善の見込
み。

2399005F1 協和キリン ナウゼリン錠５ A

自社製品としては前年実績レベル(103%)を出
荷していますが、他社製品の出荷が止まって
いる影響で注文が増加しており、出荷調整を
継続しています。
出荷調整を解除すると注文が集中するため現
時点で解除を行っておりません。

後発品シェアが高く、出荷が止まっ
ている後発品製品が出荷再開とな
り、当該後発品が従来量を供給でき
る状況になれば出荷調整を解除でき
ると考えている。

2399005F1 沢井 ドンペリドン錠５ｍｇ「サワイ」 C
今期平均販売数量が前期の120％。他社への
製造委託品。同社の業務停止の影響で一時欠
品見込み。（報告済）

製造委託先の状況によりますが、２
月上旬に欠品は解除される見込みで
すが、その後の安定的に入荷される
かは未定であり具体的な解除時期の
目途は立っておりません。

2399005F1 長生堂 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年11月以降

2399005F1 鶴原 ドンペリドン錠５ｍｇ「ツルハラ」

2399005F1 東和薬品 ドンペリドン錠５ｍｇ「トーワ」 C
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2399005F1 日医工 ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 D 他社の供給状況不安定の影響 未定
2399005F1 日新製薬 ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 A
2399005F1 武田テバファーマ ドンペリドン錠５ｍｇ「タイヨー」 D 製造委託先からの納期遅延
2399005F1 陽進堂 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 ナフトピジル 2590009F2 ５０ｍｇ１錠 あすか製薬 ナフトピジル錠５０ｍｇ「あすか」 D
委託先製造業許可取り下げによる自主回収の
ため

未定

2590009F2 エルメッド ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＥＥ」 A
2590009F2 キョーリンリメディオ ナフトピジル錠５０ｍｇ「杏林」 A

2590009F2 マイラン ナフトピジル錠５０ｍｇ「ファイザー」 C
製造所が品質問題に伴い、行政処分を受ける
ことになった。これに伴い予定数量の確保が
できなくなり、出荷調整を開始した。

今後製品納品がないため、確保済み
の在庫で販売中止を検討中

2590009F2 旭化成ファーマ フリバス錠５０ｍｇ A

2590009F2 高田 ナフトピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 C
他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
め生産遅延

未定

2590009F2 小林化工 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＫＮ」 D
2590009F2 辰巳 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 B

2590009F2 長生堂 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＪＧ」 D
弊社行政処分に伴う生産遅延並びに出荷判定
の遅延が発生したことによる。

2022年08月以降

2590009F2 東和薬品 ナフトピジル錠５０ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2590009F2 日医工 ナフトピジル錠５０ｍｇ「日医工」 B
2590009F2 陽進堂 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＹＤ」 A
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内用薬 ナフトピジル 2590009F4 ５０ｍｇ１錠 OD錠 あすか製薬 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「あすか」 D
委託先製造業許可取り下げによる自主回収の
ため

未定

2590009F4 エルメッド ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 A
2590009F4 キョーリンリメディオ ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2590009F4 シオノ ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「フソー」 A

2590009F4 ニプロＥＳファーマ ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2590009F4 マイラン ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ファイザー」 B
2590009F4 旭化成ファーマ フリバスＯＤ錠５０ｍｇ A
2590009F4 共創未来ファーマ ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 A

2590009F4 高田 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 C
他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
め生産遅延

未定

2590009F4 小林化工 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 D
2590009F4 第一三共エスファ ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2590009F4 沢井 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 A
2590009F4 辰巳 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2590009F4 東和薬品 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2590009F4 日医工 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年02月
2590009F4 日新製薬 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「日新」 A
2590009F4 日東メディック ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ニットー」

2590009F4 日本ジェネリック ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 A
物流センター火災による在庫消失
他社の出荷調整

未定

2590009F4 日本薬工 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ケミファ」 A

2590009F4 武田テバファーマ ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中 2022年2月に通常出荷再開予定

2590009F4 陽進堂 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 バルサルタン 2149041F1 ２０ｍｇ１錠 Ｍｅファルマ バルサルタン錠２０ｍｇ「Ｍｅ」 A

2149041F1 エルメッド バルサルタン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149041F1 キョーリンリメディオ バルサルタン錠２０ｍｇ「杏林」 D
他社製品供給停止等による引き合い増に生産
計画、在庫状況が対応できないため

未定

2149041F1 ケミファ バルサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」
2149041F1 サンド バルサルタン錠２０ｍｇ「サンド」 A
2149041F1 シオノ バルサルタン錠２０ｍｇ「ＳＮ」 D 薬価削除のため 20220331
2149041F1 ダイト バルサルタン錠２０ｍｇ「科研」 A

2149041F1 ニプロ バルサルタン錠２０ｍｇ「ニプロ」 D
販売中止品目のため出荷はいたしておりませ
ん。

2149041F1 ニプロＥＳファーマ バルサルタン錠２０ｍｇ「タナベ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149041F1 ノバルティス ディオバン錠２０ｍｇ A
2149041F1 ビオメディクス バルサルタン錠２０ｍｇ「ＢＭＤ」 A

2149041F1 ファイザー バルサルタン錠２０ｍｇ「ファイザー」 D
原料の品質問題に伴い追加製造ができなく
なったため、出荷停止した。

未定

2149041F1 共創未来ファーマ バルサルタン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」 A

2149041F1 共和薬品 バルサルタン錠２０ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2149041F1 高田 バルサルタン錠２０ｍｇ「タカタ」 A
2149041F1 持田販売 バルサルタン錠２０ｍｇ「モチダ」 A
2149041F1 小林化工 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 D

2149041F1 大原 バルサルタン錠２０ｍｇ「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

2149041F1 第一三共エスファ バルサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149041F1 沢井 バルサルタン錠２０ｍｇ「サワイ」 A
2149041F1 辰巳 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2149041F1 鶴原 バルサルタン錠２０ｍｇ「ツルハラ」

2149041F1 東和薬品 バルサルタン錠２０ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

2149041F1 日医工 バルサルタン錠２０ｍｇ「日医工」 B
2149041F1 日新製薬 バルサルタン錠２０ｍｇ「日新」 A
2149041F1 日本ジェネリック バルサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 A 他社の出荷調整 未定
2149041F1 日本薬工 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 D 販売中止 2021/9 販売中止
2149041F1 陽進堂 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 A
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内用薬 パロキセチン塩酸塩 1179041F2 ２０ｍｇ１錠 ＧＳＫ パキシル錠２０ｍｇ A
1179041F2 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」
1179041F2 あすか製薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＡＡ」 A

1179041F2 エルメッド パロキセチン錠２０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

1179041F2 ケミファ パロキセチン錠２０ｍｇ「ケミファ」
1179041F2 サンド パロキセチン錠２０ｍｇ「サンド」 A
1179041F2 サンドファーマ パロキセチン錠２０ｍｇ「アスペン」 A
1179041F2 ダイト パロキセチン錠２０ｍｇ「科研」 A
1179041F2 ニプロ パロキセチン錠２０ｍｇ「ＮＰ」 A
1179041F2 ニプロＥＳファーマ パロキセチン錠２０ｍｇ「タナベ」 A
1179041F2 ファイザー パロキセチン錠２０ｍｇ「ファイザー」 A
1179041F2 フェルゼンファーマ パロキセチン錠２０ｍｇ「フェルゼン」 A

1179041F2 共和薬品 パロキセチン錠２０ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1179041F2 高田 パロキセチン錠２０ｍｇ「タカタ」 A
1179041F2 小林化工 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 D
1179041F2 大興 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＫ」 B

1179041F2 大原 パロキセチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 C
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

1179041F2 第一三共エスファ パロキセチン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179041F2 沢井 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 A
1179041F2 辰巳 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
1179041F2 鶴原 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」
1179041F2 東和薬品 パロキセチン錠２０ｍｇ「トーワ」 A

1179041F2 日医工 パロキセチン錠２０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

1179041F2 日新製薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「日新」 A
1179041F2 日本ジェネリック パロキセチン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 A
1179041F2 日本薬工 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 A
1179041F2 武田テバファーマ パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中
1179041F2 陽進堂 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 パロキセチン塩酸塩 1179041F3 ５ｍｇ１錠 ＧＳＫ パキシル錠５ｍｇ A
1179041F3 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ パロキセチン錠５ｍｇ「明治」
1179041F3 あすか製薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＡＡ」 A

1179041F3 エルメッド パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

1179041F3 ケミファ パロキセチン錠５ｍｇ「ケミファ」
1179041F3 サンド パロキセチン錠５ｍｇ「サンド」 A
1179041F3 サンドファーマ パロキセチン錠５ｍｇ「アスペン」 A
1179041F3 ダイト パロキセチン錠５ｍｇ「科研」 A
1179041F3 ニプロ パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 A
1179041F3 ニプロＥＳファーマ パロキセチン錠５ｍｇ「タナベ」 A
1179041F3 ファイザー パロキセチン錠５ｍｇ「ファイザー」 A
1179041F3 フェルゼンファーマ パロキセチン錠５ｍｇ「フェルゼン」 A

1179041F3 共和薬品 パロキセチン錠５ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1179041F3 高田 パロキセチン錠５ｍｇ「タカタ」 A
1179041F3 小林化工 パロキセチン錠５ｍｇ「ＫＮ」 D
1179041F3 大興 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＫ」 B
1179041F3 大原 パロキセチン錠５ｍｇ「オーハラ」 B
1179041F3 第一三共エスファ パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1179041F3 沢井 パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 A
1179041F3 辰巳 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 A
1179041F3 鶴原 パロキセチン錠５ｍｇ「ＴＳＵ」
1179041F3 東和薬品 パロキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 A
1179041F3 日医工 パロキセチン錠５ｍｇ「日医工」 B
1179041F3 日新製薬 パロキセチン錠５ｍｇ「日新」 A
1179041F3 日本ジェネリック パロキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 A
1179041F3 日本薬工 パロキセチン錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 A
1179041F3 武田テバファーマ パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中
1179041F3 陽進堂 パロキセチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 ハロペリドール 1179020C1 １％１ｇ 共和薬品 ハロペリドール細粒１％「アメル」 D
委託製造所での整合性点検を評価したとこ
ろ、規制当局との相談が必要な事項を確認し
ましたため、今後相談を準備する予定です。

未定

1179020C1 高田 ハロペリドール細粒１％「タカタ」 B
1179020C1 大日本住友 セレネース細粒１％ A
1179020C1 鶴原 ハロペリドール細粒１％「ツルハラ」
1179020C1 田辺三菱 ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」 A
1179020C1 東和薬品 ハロペリドール細粒１％「トーワ」 A

内用薬 ハロペリドール 1179020F2 １ｍｇ１錠 共和薬品 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179020F2 高田 ハロペリドール錠１ｍｇ「タカタ」 B
1179020F2 大日本住友 セレネース錠１ｍｇ A
1179020F2 長生堂 ハロペリドール錠１ｍｇ「ＪＧ」 D 製品標準書の不備に伴う生産遅延。 未定

内用薬 ハロペリドール 1179020F3 １．５ｍｇ１錠 共和薬品 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179020F3 大日本住友 セレネース錠１．５ｍｇ A

1179020F3 長生堂 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

未定

1179020F3 鶴原 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ツルハラ」
1179020F3 田辺三菱 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ヨシトミ」 A
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内用薬 ハロペリドール 1179020F5 ３ｍｇ１錠 共和薬品 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179020F5 大日本住友 セレネース錠３ｍｇ A

1179020F5 長生堂 ハロペリドール錠３ｍｇ「ＪＧ」 D
弊社行政処分に伴う生産遅延並びに出荷判定
の遅延が発生したことによる。

未定

1179020F5 田辺三菱 ハロペリドール錠３ｍｇ「ヨシトミ」 A
内用薬 ピオグリタゾン塩酸塩 3969007F1 １５ｍｇ１錠 エルメッド ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 B

3969007F1 キョーリンリメディオ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
3969007F1 ケミファ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ケミファ」
3969007F1 サンド ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サンド」 A

3969007F1 ニプロ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

3969007F1 ニプロＥＳファーマ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タナベ」 A
3969007F1 ファイザー ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ファイザー」 A
3969007F1 共創未来ファーマ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」 A

3969007F1 共和薬品 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

3969007F1 高田 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タカタ」 A
3969007F1 持田販売 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「モチダ」 A
3969007F1 小林化工 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
3969007F1 全星 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＺＥ」 A
3969007F1 大原 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「オーハラ」 B
3969007F1 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
3969007F1 沢井 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サワイ」 A
3969007F1 辰巳 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 A
3969007F1 鶴原 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＴＳＵ」

3969007F1 東和薬品 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

3969007F1 日医工 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日医工」 B
3969007F1 日新製薬 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＳ」 A
3969007F1 日本ジェネリック ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 A
3969007F1 日本薬工 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 A
3969007F1 武田テバファーマ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「タイヨー」 D 中止品 20220331

3969007F1 武田テバファーマ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
供給問題発生以前と比較し140％以上
出荷。在庫回復見込み未定。

3969007F1 武田テバ薬品 アクトス錠１５ A 100錠包装以外通常出荷中 2023年6月以降（100錠包装）
内用薬 ピオグリタゾン塩酸塩 3969007F2 ３０ｍｇ１錠 エルメッド ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 B

3969007F2 キョーリンリメディオ ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
3969007F2 ケミファ ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ケミファ」
3969007F2 サンド ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サンド」 A

3969007F2 ニプロ ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

3969007F2 ニプロＥＳファーマ ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タナベ」 A
3969007F2 ファイザー ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ファイザー」 A
3969007F2 共創未来ファーマ ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 A

3969007F2 共和薬品 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

3969007F2 高田 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タカタ」 A
3969007F2 持田販売 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「モチダ」 C 委託製造先での製造遅延 2022年2月中旬
3969007F2 小林化工 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
3969007F2 全星 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＺＥ」 A

3969007F2 大原 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

3969007F2 第一三共エスファ ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
3969007F2 沢井 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「サワイ」 A
3969007F2 辰巳 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
3969007F2 鶴原 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＴＳＵ」

3969007F2 東和薬品 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2022年1月

3969007F2 日医工 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「日医工」 B
3969007F2 日新製薬 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＳ」 A
3969007F2 日本ジェネリック ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 A
3969007F2 日本薬工 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 A
3969007F2 武田テバファーマ ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「タイヨー」 D 中止品 20220331

3969007F2 武田テバファーマ ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
供給問題発生以前と比較し140％以上
出荷。在庫回復見込み未定。

3969007F2 武田テバ薬品 アクトス錠３０ A 通常出荷中
内用薬 ピオグリタゾン塩酸塩 3969007F3 １５ｍｇ１錠 OD錠 キョーリンリメディオ ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「杏林」 A

3969007F3 ケミファ ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」
3969007F3 ファイザー ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 A
3969007F3 共創未来ファーマ ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」 A
3969007F3 高田 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「タカタ」 A
3969007F3 小林化工 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
3969007F3 第一三共エスファ ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A

3969007F3 東和薬品 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

3969007F3 日医工 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 B
3969007F3 日新製薬 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＳ」 A
3969007F3 日本薬工 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 A
3969007F3 武田テバ薬品 アクトスＯＤ錠１５ A 通常出荷中
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 ピオグリタゾン塩酸塩 3969007F4 ３０ｍｇ１錠 OD錠 キョーリンリメディオ ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「杏林」 A
3969007F4 ケミファ ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」
3969007F4 ファイザー ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」 A
3969007F4 共創未来ファーマ ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 A
3969007F4 高田 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「タカタ」 A
3969007F4 小林化工 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
3969007F4 第一三共エスファ ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A

3969007F4 東和薬品 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 B
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2022年1月

3969007F4 日医工 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 B
3969007F4 日新製薬 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＳ」 A
3969007F4 日本薬工 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＮＰＩ」 A
3969007F4 武田テバ薬品 アクトスＯＤ錠３０ A 通常出荷中

内用薬 ピタバスタチンカルシウム 2189016F1 １ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」
2189016F1 エルメッド ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＥＥ」 A
2189016F1 キョーリンリメディオ ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「杏林」 A
2189016F1 ケミファ ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミファ」
2189016F1 サンド ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サンド」 A
2189016F1 ダイト ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科研」 A
2189016F1 テイカ製薬 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＫＯＧ」 A

2189016F1 ニプロ ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2189016F1 ファイザー ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 A
2189016F1 共創未来ファーマ ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 B

2189016F1 共和薬品 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2189016F1 興和 リバロ錠１ｍｇ A

2189016F1 高田 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「タカタ」 C
他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
め生産遅延

未定

2189016F1 三和化学 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
2189016F1 持田販売 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「モチダ」 A
2189016F1 小林化工 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2189016F1 全星 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 A
2189016F1 大興 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＤＫ」 B
2189016F1 沢井 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」 A
2189016F1 辰巳 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2189016F1 鶴原 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツルハラ」

2189016F1 東和薬品 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2189016F1 日医工 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「日医工」 B
2189016F1 日新製薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日新」 A
2189016F1 日本ジェネリック ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＪＧ」 B 他社の出荷調整 未定

2189016F1 武田テバファーマ ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）

2189016F1 陽進堂 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 ピタバスタチンカルシウム 2189016F2 ２ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」

2189016F2 エルメッド ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 A
2189016F2 キョーリンリメディオ ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「杏林」 A
2189016F2 ケミファ ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミファ」
2189016F2 サンド ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サンド」 A
2189016F2 ダイト ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科研」 A
2189016F2 テイカ製薬 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＫＯＧ」 A

2189016F2 ニプロ ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2189016F2 ファイザー ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 A
2189016F2 共創未来ファーマ ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 A

2189016F2 共和薬品 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2189016F2 興和 リバロ錠２ｍｇ A
2189016F2 高田 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「タカタ」 A
2189016F2 三和化学 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
2189016F2 持田販売 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「モチダ」 A
2189016F2 小林化工 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2189016F2 全星 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＺＥ」 A
2189016F2 大興 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＤＫ」 B
2189016F2 沢井 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」 A
2189016F2 辰巳 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2189016F2 鶴原 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツルハラ」

2189016F2 東和薬品 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2189016F2 日医工 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「日医工」 B
2189016F2 日新製薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「日新」 A
2189016F2 日本ジェネリック ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＪＧ」 B 他社の出荷調整 未定
2189016F2 武田テバファーマ ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中(需要急増中)
2189016F2 陽進堂 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＹＤ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 ピタバスタチンカルシウム 2189016F3 ４ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」
2189016F3 エルメッド ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＥＥ」 A
2189016F3 キョーリンリメディオ ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「杏林」 A
2189016F3 ケミファ ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ケミファ」
2189016F3 サンド ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サンド」 A
2189016F3 ダイト ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「科研」 A
2189016F3 テイカ製薬 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＫＯＧ」 A

2189016F3 ニプロ ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2189016F3 ファイザー ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ファイザー」 A
2189016F3 共創未来ファーマ ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦＰ」 A

2189016F3 共和薬品 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2189016F3 興和 リバロ錠４ｍｇ A
2189016F3 高田 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカタ」 A
2189016F3 三和化学 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「三和」 A 他社出荷調整に伴う需要増 未定
2189016F3 持田販売 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「モチダ」 A
2189016F3 小林化工 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2189016F3 全星 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＺＥ」 A
2189016F3 大興 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＤＫ」 B
2189016F3 沢井 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワイ」 A
2189016F3 辰巳 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2189016F3 鶴原 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ツルハラ」

2189016F3 東和薬品 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トーワ」 C
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2189016F3 日医工 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「日医工」 B
2189016F3 日新製薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「日新」 A
2189016F3 日本ジェネリック ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＪＧ」 C 他社の出荷調整 未定
2189016F3 武田テバファーマ ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中
2189016F3 陽進堂 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 ピタバスタチンカルシウム 2189016F4 １ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「明治」
2189016F4 キョーリンリメディオ ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2189016F4 ダイト ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ＪＧ」 B
2189016F4 テイカ製薬 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠１ｍｇ「ＫＯＧ」 D 製品回収後の処方改良ため 未定
2189016F4 マイラン ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ファイザー」 B

2189016F4 興和 リバロＯＤ錠１ｍｇ D
有効期間３年の安定性を担保できないことか
ら、処方変更を検討中のため

未定

2189016F4 小林化工 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2189016F4 沢井 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 A

2189016F4 東和薬品 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2189016F4 日医工 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降
内用薬 ピタバスタチンカルシウム 2189016F5 ２ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「明治」

2189016F5 キョーリンリメディオ ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中
2189016F5 ダイト ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ＪＧ」 B
2189016F5 テイカ製薬 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「ＫＯＧ」 A
2189016F5 マイラン ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ファイザー」 B
2189016F5 興和 リバロＯＤ錠２ｍｇ A
2189016F5 小林化工 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2189016F5 沢井 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 A

2189016F5 東和薬品 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2189016F5 日医工 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降
内用薬 ファムシクロビル 6250031F1 ２５０ｍｇ１錠 コーアバイオテックベイ ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 A

6250031F1 ダイト ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 B
6250031F1 ファイザー ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ファイザー」 A
6250031F1 旭化成ファーマ ファムビル錠２５０ｍｇ A
6250031F1 共創未来ファーマ ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「共創未来」 A

6250031F1 高田 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「タカタ」 C
他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
め生産遅延

未定

6250031F1 小財家興産 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「日本臓器」
6250031F1 小林化工 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 D
6250031F1 第一三共エスファ ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 D 委託先における事案により製造停止 当面続く予定
6250031F1 沢井 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「サワイ」 A

6250031F1 東和薬品 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

6250031F1 日医工 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「日医工」 A

26/36
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解決見込み時期
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内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩 1179039F2 ５０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ デプロメール錠５０

1179039F2 アッヴィ ルボックス錠５０ A
他社製品の供給遅延及び出荷調整等の影響を
うけ、想定を上回る本剤への需要増加による
ため

他社製品の状況及び弊社製品への需
要を総合的に勘案し、本剤の出荷調
整解除時期を検討予定

1179039F2 エルメッド フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 A
1179039F2 キョーリンリメディオ フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中

1179039F2 ニプロ フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179039F2 ファイザー フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 その他
2021年3月に経過措置期間移行しており、ま
た弊社からも2021年8月最終出荷済み

2021年3月に経過措置期間移行してお
り、また弊社からも2021年8月最終
出荷済み

20220331

1179039F2 共和薬品 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1179039F2 高田 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「タカタ」 D 委託製造先製造遅延 未定
1179039F2 大興 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＪＧ」 D 薬価削除願提出
1179039F2 沢井 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 A

1179039F2 長生堂 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

未定

1179039F2 東和薬品 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1179039F2 日医工 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 B
1179039F2 武田テバ薬品 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 D 製造委託先からの納期遅延 2022年2月に供給再開予定
1179039F2 陽進堂 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩 1179039F3 ７５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ デプロメール錠７５

1179039F3 アッヴィ ルボックス錠７５ A
他社製品の供給遅延及び出荷調整等の影響を
うけ、想定を上回る本剤への需要増加による
ため

他社製品の状況及び弊社製品への需
要を総合的に勘案し、本剤の出荷調
整解除時期を検討予定

1179039F3 エルメッド フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 A

1179039F3 キョーリンリメディオ フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「杏林」 D
他社製品供給停止等による引き合い増に生産
計画、在庫状況が対応できないため

未定

1179039F3 ニプロ フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179039F3 ファイザー フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ファイザー」 その他
2021年3月に経過措置期間移行しており、ま
た弊社からも2021年8月最終出荷済み

2021年3月に経過措置期間移行してお
り、また弊社からも2021年8月最終
出荷済み

20220331

1179039F3 共和薬品 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1179039F3 高田 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「タカタ」 D 委託製造先製造遅延 未定
1179039F3 大興 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＪＧ」 D 薬価削除願提出
1179039F3 沢井 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「サワイ」 A

1179039F3 長生堂 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

未定

1179039F3 東和薬品 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1179039F3 日医工 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降

1179039F3 武田テバ薬品 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＴＹＫ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）

1179039F3 陽進堂 フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 プレガバリン 1190017F3 １５０ｍｇ１錠 OD錠 ヴィアトリス リリカＯＤ錠１５０ｍｇ A

1190017F3 キョーリンリメディオ プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「杏林」 A
1190017F3 ケミファ プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ケミファ」
1190017F3 サンド プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「サンド」 A
1190017F3 ダイト プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「科研」 A
1190017F3 ニプロ プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ニプロ」 A
1190017F3 ファイザーＵＰＪ プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ファイザー」 A
1190017F3 フェルゼンファーマ プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「フェルゼン」 A
1190017F3 共創未来ファーマ プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＫＭＰ」 A

1190017F3 共和薬品 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「アメル」 A
市場シェアが低く、他社出荷調整の影響を受
ける可能性があります。

現在出荷調整はしておりません

1190017F3 三笠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「三笠」 A
1190017F3 小林化工 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＫＮ」 D
1190017F3 全星 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＺＥ」 A
1190017F3 大原 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「オーハラ」 B
1190017F3 第一三共エスファ プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1190017F3 沢井 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「サワイ」 A

1190017F3 東和薬品 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

2022年1月

1190017F3 日医工 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「日医工」 B
1190017F3 日新製薬 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「明治」 A
1190017F3 日本ジェネリック プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 A
1190017F3 日本薬工 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＮＰＩ」 A
1190017F3 武田テバファーマ プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「武田テバ」 A 通常出荷中
1190017F3 陽進堂 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 A
1190017F3 辰巳化学 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ＴＣＫ」 A

内用薬 プレガバリン 1190017F4 ５０ｍｇ１錠 OD錠 三笠 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「三笠」 A
1190017F4 小林化工 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 D
1190017F4 日医工 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「日医工」 B
1190017F4 武田テバファーマ プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「武田テバ」 A 通常出荷中
1190017F4 陽進堂 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「ＹＤ」 A
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内用薬 ベザフィブラート 2183005G2 １００ｍｇ１錠 徐放 全星 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＺＥ」 A
2183005G2 長生堂 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＪＧ」 A

2183005G2 東和薬品 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

2183005G2 武田テバファーマ ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）

2183005G2 キッセイ ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ A
2183005G2 シオノ ミデナールＬ錠１００ D 薬価削除のため 20220331
2183005G2 沢井 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「サワイ」 A
2183005G2 日医工 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年04月以降

内用薬 ベタヒスチンメシル酸塩 1339005F1 ６ｍｇ１錠 エーザイ メリスロン錠６ｍｇ A
1339005F1 コーアイセイ ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「イセイ」 D 生産中止 経過措置 2022/3/31 20220331
1339005F1 ジェイドルフ ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 A
1339005F1 セオリア ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 A
1339005F1 辰巳 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＣＫ」 A
1339005F1 鶴原 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」

1339005F1 日医工 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

1339005F1 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工Ｐ」 A
1339005F1 武田テバ薬品 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テバ」 D 中止品 20220331

内用薬 ベタヒスチンメシル酸塩 1339005F2 １２ｍｇ１錠 エーザイ メリスロン錠１２ｍｇ A
1339005F2 コーアイセイ ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「イセイ」 D 生産中止 経過措置 2022/3/31 20220331
1339005F2 ジェイドルフ ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＪＤ」 A 自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによる生産遅延のため 2022/1/13
1339005F2 セオリア ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＣＥＯ」 A
1339005F2 辰巳 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」 A
1339005F2 鶴原 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「ＴＳＵ」

1339005F2 日医工 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

1339005F2 日医工ファーマ ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「日医工Ｐ」 A
1339005F2 武田テバ薬品 ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「テバ」 D 中止品 20220331

内用薬 ベニジピン塩酸塩 2171021F1 ２ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「杏林」 A 割当出荷中

2171021F1 ニプロ 塩酸ベニジピン錠２「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2171021F1 ニプロＥＳファーマ ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2171021F1 メディサ ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 A

2171021F1 協和キリン コニール錠２ B

自社製品としては前年実績レベル（98％）を
出荷しています。製造工場の品質確保のため
の大規模修繕改修の影響で製造停止期間が一
定期間有り、増産に限度があった影響です。
シェアが大きかった後発品会社の出荷が止
まっていたり、調整が継続している影響で注
文が増加する可能性があるため、出荷調整を
継続しています。
出荷調整を解除すると注文が集中するため現
時点で解除を行っておりません。

後発品シェアが高く、出荷が止まっ
ている他社の製品が出荷再開とな
り、当該後発品が従来量を供給でき
る状況になれば出荷調整を解除でき
ると考えている。

2171021F1 小林化工 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2171021F1 大原 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＯＭＥ」 B

2171021F1 沢井 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＤ」 C
サワイ屋号品の1/220の販売数量の為、同時
に出荷調。

2021/2/12供給停止事前報告提出。
販売中止案内済。「サワイ」屋号品
で代替致しております。

2171021F1 辰巳 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2171021F1 長生堂 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＣＨ」 C
生産計画を大きく上回る急激な出荷増による
もの。

割当出荷中

2171021F1 鶴原 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ツルハラ」

2171021F1 東和薬品 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2022年1月

2171021F1 日医工 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降
2171021F1 日新製薬 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＳ」 A
2171021F1 日本薬工 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＰＩ」 B

2171021F1 武田テバファーマ ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中

未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）
原薬変更予定のため供給量増やせな
い

2171021F1 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＹＤ」 A
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内用薬 ベタヒスチンメシル酸塩 2171021F3 ８ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「杏林」 A

2171021F3 ニプロ 塩酸ベニジピン錠８「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2171021F3 ニプロＥＳファーマ ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「タナベ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2171021F3 メディサ ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「サワイ」 A

2171021F3 協和キリン コニール錠８ B

自社製品としては前年実績をやや下回るレベ
ル（94%）を出荷しています。製造工場の品
質確保のための大規模修繕改修の影響で製造
停止期間が一定期間有り、増産に限度があっ
た影響です。
シェアが大きかった後発品会社の出荷が止
まっていたり、調整が継続している影響で注
文が増加する可能性があるため、出荷調整を
継続しています。
出荷調整を解除すると注文が集中するため現
時点で解除を行っておりません。

後発品シェアが高く、出荷が止まっ
ている他社の製品が出荷再開とな
り、当該後発品が従来量を供給でき
る状況になれば出荷調整を解除でき
ると考えている。

2171021F3 小林化工 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2171021F3 大原 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＯＭＥ」 A

2171021F3 沢井 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥＤ」 C
サワイ屋号品の1/190の販売数量の為、同時
に出荷調整。

2021/2/12供給停止事前報告提出。
販売中止案内済。「サワイ」屋号品
で代替致しております。

2171021F3 辰巳 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 A
2171021F3 長生堂 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＣＨ」 A
2171021F3 鶴原 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ツルハラ」

2171021F3 東和薬品 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

2171021F3 日医工 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「日医工」 B
2171021F3 日新製薬 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＳ」 A
2171021F3 日本薬工 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＰＩ」 B

2171021F3 武田テバファーマ ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）
委託先製造キャパオーバー

2171021F3 陽進堂 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 ポラプレジンク 2329027F1 ７５ｍｇ１錠 OD錠 沢井 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 A

2329027F1 長生堂 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年08月以降

2329027F1 ゼリア プロマックＤ錠７５ A
内用薬 ミルタザピン 1179051F1 １５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ リフレックス錠１５ｍｇ

1179051F1 エルメッド ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＥＥ」 A
1179051F1 オルガノン レメロン錠１５ｍｇ A
1179051F1 キョーリンリメディオ ミルタザピン錠１５ｍｇ「杏林」 A
1179051F1 ケミファ ミルタザピン錠１５ｍｇ「ケミファ」
1179051F1 ダイト ミルタザピン錠１５ｍｇ「ファイザー」 B

1179051F1 ニプロ ミルタザピン錠１５ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

2022年3月以降

1179051F1 フェルゼンファーマ ミルタザピン錠１５ｍｇ「フェルゼン」 A
1179051F1 共創未来ファーマ ミルタザピン錠１５ｍｇ「共創未来」 A

1179051F1 共和薬品 ミルタザピン錠１５ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1179051F1 大蔵 ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」 A
1179051F1 沢井 ミルタザピン錠１５ｍｇ「サワイ」 A
1179051F1 辰巳 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 B

1179051F1 長生堂 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年08月以降

1179051F1 東和薬品 ミルタザピン錠１５ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

1179051F1 日医工 ミルタザピン錠１５ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降
1179051F1 日新製薬 ミルタザピン錠１５ｍｇ「日新」 A
1179051F1 武田テバファーマ ミルタザピン錠１５ｍｇ「武田テバ」 D 中止品
1179051F1 陽進堂 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 ミルタザピン 1179051F2 ３０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ リフレックス錠３０ｍｇ
1179051F2 エルメッド ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＥＥ」 A
1179051F2 オルガノン レメロン錠３０ｍｇ A
1179051F2 キョーリンリメディオ ミルタザピン錠３０ｍｇ「杏林」 A
1179051F2 ケミファ ミルタザピン錠３０ｍｇ「ケミファ」
1179051F2 ダイト ミルタザピン錠３０ｍｇ「ファイザー」 B

1179051F2 ニプロ ミルタザピン錠３０ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

2022年3月以降

1179051F2 フェルゼンファーマ ミルタザピン錠３０ｍｇ「フェルゼン」 A
1179051F2 共創未来ファーマ ミルタザピン錠３０ｍｇ「共創未来」 A
1179051F2 共和薬品 ミルタザピン錠３０ｍｇ「アメル」 A 汎用規格の出荷調整の為。 未定
1179051F2 大蔵 ミルタザピン錠３０ｍｇ「明治」 A
1179051F2 沢井 ミルタザピン錠３０ｍｇ「サワイ」 A
1179051F2 辰巳 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＴＣＫ」 A

1179051F2 長生堂 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年06月以降

1179051F2 東和薬品 ミルタザピン錠３０ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

1179051F2 日医工 ミルタザピン錠３０ｍｇ「日医工」 A
1179051F2 日新製薬 ミルタザピン錠３０ｍｇ「日新」 A
1179051F2 武田テバファーマ ミルタザピン錠３０ｍｇ「武田テバ」 D 中止品
1179051F2 陽進堂 ミルタザピン錠３０ｍｇ「ＹＤ」 A
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内用薬 メキシレチン塩酸塩 2129003M2 １００ｍｇ１カプセル 太陽ファルマ メキシチールカプセル１００ｍｇ A
2129003M2 沢井 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 A

2129003M2 長生堂 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

未定

2129003M2 鶴原 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「ツルハラ」

2129003M2 東和薬品 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2129003M2 日医工 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 B
2129003M2 陽進堂 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 メサラジン 2399009F3 ４００ｍｇ１錠 あすか製薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「あすか」 D
委託先製造業許可取り下げによる自主回収の
ため

未定

2399009F3 ゼリア アサコール錠４００ｍｇ A
2399009F3 マイラン メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 B
2399009F3 小林化工 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ＫＮ」 D
2399009F3 沢井 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」 A

2399009F3 富士製薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「Ｆ」 D

他社への製造委託品。承認書に記載されてい
る試験方法と異なった方法で試験していたこ
とが判明したことから、正しい試験方法で再
試験を行った結果、承認規格に適合しないこ
とを確認したため

未定

内用薬 メマンチン塩酸塩 1190018F1 ５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」

1190018F1 ニプロ メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1190018F1 共創未来ファーマ メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 D 2022年1月31日より全ロット自主回収を実施 未定

1190018F1 共和薬品 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1190018F1 小林化工 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＮ」 D
1190018F1 大原 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 B
1190018F1 第一三共 メマリー錠５ｍｇ A
1190018F1 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1190018F1 沢井 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 A

1190018F1 東和薬品 メマンチン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

内用薬 メマンチン塩酸塩 1190018F2 １０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」

1190018F2 ニプロ メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1190018F2 共創未来ファーマ メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 D 2022年1月31日より全ロット自主回収を実施 未定

1190018F2 共和薬品 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1190018F2 小林化工 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＫＮ」 D
1190018F2 大原 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 B
1190018F2 第一三共 メマリー錠１０ｍｇ A
1190018F2 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1190018F2 沢井 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 A

1190018F2 東和薬品 メマンチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

内用薬 メマンチン塩酸塩 1190018F3 ２０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「明治」

1190018F3 ニプロ メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1190018F3 共創未来ファーマ メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＫＭＰ」 D 2022年1月31日より全ロット自主回収を実施 未定

1190018F3 共和薬品 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1190018F3 小林化工 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＫＮ」 D
1190018F3 大原 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「オーハラ」 B
1190018F3 第一三共 メマリー錠２０ｍｇ A
1190018F3 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1190018F3 沢井 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 A

1190018F3 東和薬品 メマンチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため
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内用薬 メマンチン塩酸塩 1190018F4 ５ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」
1190018F4 エルメッド メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 A
1190018F4 キョーリンリメディオ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 A
1190018F4 ケミファ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」
1190018F4 サンド メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 A
1190018F4 ダイト メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「フェルゼン」 A

1190018F4 ニプロ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1190018F4 共創未来ファーマ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 D 2022年1月31日より全ロット自主回収を実施 未定

1190018F4 共和薬品 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1190018F4 高田 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 A
1190018F4 小林化工 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 D
1190018F4 全星 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＺＥ」 A
1190018F4 大原 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「オーハラ」 B
1190018F4 第一三共 メマリーＯＤ錠５ｍｇ A
1190018F4 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1190018F4 沢井 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 A
1190018F4 辰巳 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 A
1190018F4 東和薬品 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 A
1190018F4 日医工岐阜 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＩＧ」 A
1190018F4 日新製薬 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日新」 A
1190018F4 日本ジェネリック メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 A
1190018F4 日本薬工 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「クラシエ」 A
1190018F4 武田テバファーマ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 D 中止品 20220331
1190018F4 陽進堂 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 メマンチン塩酸塩 1190018F5 １０ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」
1190018F5 エルメッド メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 A
1190018F5 キョーリンリメディオ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 A
1190018F5 ケミファ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」

1190018F5 サンド メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 A
1190018F5 ダイト メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「フェルゼン」 A

1190018F5 ニプロ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1190018F5 共創未来ファーマ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＭＰ」 D 2022年1月31日より全ロット自主回収を実施 未定

1190018F5 共和薬品 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1190018F5 高田 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 A
1190018F5 小林化工 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 D
1190018F5 全星 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 A
1190018F5 大原 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 B
1190018F5 第一三共 メマリーＯＤ錠１０ｍｇ A
1190018F5 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1190018F5 沢井 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 A
1190018F5 辰巳 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 A
1190018F5 東和薬品 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 A
1190018F5 日医工岐阜 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」 A
1190018F5 日新製薬 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 A
1190018F5 日本ジェネリック メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 A
1190018F5 日本薬工 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「クラシエ」 A
1190018F5 武田テバファーマ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「武田テバ」 D 中止品 20220331
1190018F5 陽進堂 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 メマンチン塩酸塩 1190018F6 ２０ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「明治」
1190018F6 エルメッド メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「日医工」 A
1190018F6 キョーリンリメディオ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「杏林」 A
1190018F6 ケミファ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」

1190018F6 サンド メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「サンド」 A
1190018F6 ダイト メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「フェルゼン」 A

1190018F6 ニプロ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1190018F6 共創未来ファーマ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＫＭＰ」 D 2022年1月31日より全ロット自主回収を実施 未定

1190018F6 共和薬品 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「アメル」 C

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

1190018F6 高田 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「タカタ」 A
1190018F6 小林化工 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＫＮ」 D
1190018F6 全星 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＺＥ」 A
1190018F6 大原 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 B
1190018F6 第一三共 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ A
1190018F6 第一三共エスファ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
1190018F6 沢井 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 A
1190018F6 辰巳 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 A

1190018F6 東和薬品 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 A
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷
調整解除

2021年12月

1190018F6 日医工岐阜 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」 A
1190018F6 日新製薬 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「日新」 A
1190018F6 日本ジェネリック メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 A
1190018F6 日本薬工 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「クラシエ」 A
1190018F6 武田テバファーマ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「武田テバ」 D 中止品 20220331
1190018F6 陽進堂 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＹＤ」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 ラロキシフェン塩酸塩 3999021F1 ６０ｍｇ１錠 イーライリリー エビスタ錠６０ｍｇ A

3999021F1 エルメッド ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

3999021F1 シオノ ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「あゆみ」 C 他社出荷調整による需要増のため 解決見込み時期は調整中
3999021F1 小林化工 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＫＮ」 D

3999021F1 大興 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＤＫ」 D
他社製品の供給調整の影響を受けたことによ
る製造遅延

未定

3999021F1 沢井 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 A

3999021F1 東和薬品 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

3999021F1 日医工 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日医工」 A
3999021F1 日新製薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日新」 A

3999021F1 武田テバファーマ ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中

未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）
製造能力のキャパシティを超え、他
品目の供給にリスク生じる

内用薬 ランソプラゾール 2329023F1 １５ｍｇ１錠 OD錠 シオノ ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 A
2329023F1 リョートーファイン ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＲＴＯ」 B

2329023F1 大興 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＫ」 D
他社製品の供給調整の影響を受けたことによ
る製造遅延

未定

2329023F1 沢井 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 A

2329023F1 東和薬品 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2329023F1 日医工 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降
2329023F1 日本ジェネリック ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＪＧ」 C 他社の出荷調整 未定

2329023F1 武田テバファーマ ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
供給問題発生以前と比較し120％以上
出荷。在庫回復見込み未定。

2329023F1 武田テバ薬品 タケプロンＯＤ錠１５ A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
供給問題発生以前の顧客分出荷。在
庫回復見込み未定。

内用薬 ランソプラゾール 2329023F2 ３０ｍｇ１錠 OD錠 シオノ ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ケミファ」 A
2329023F2 リョートーファイン ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＲＴＯ」 B
2329023F2 大興 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＫ」 B
2329023F2 沢井 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 A
2329023F2 東和薬品 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 A
2329023F2 日医工 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2023年09月以降
2329023F2 日本ジェネリック ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＪＧ」 B 他社の出荷調整 未定

2329023F2 武田テバファーマ ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
供給問題発生以前と比較し120％以上
出荷。在庫回復見込み未定。

2329023F2 武田テバ薬品 タケプロンＯＤ錠３０ A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中
供給問題発生以前と比較し110%出
荷。在庫回復見込み未定。

内用薬 リスペリドン 1179038C1 １％１ｇ ニプロ リスペリドン細粒１％「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179038C1 ファイザー リスペリドン細粒１％「ファイザー」 A
参考：2022年6月最終出荷予定
（2021年12月薬価削除願提出済み）

1179038C1 ヤンセン リスパダール細粒１％

1179038C1 共和薬品 リスペリドン細粒１％「アメル」 D
弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施したところ、当局相談が必要である
事案を確認致しました。相談を準備中です。

未定

1179038C1 高田 リスペリドン細粒１％「タカタ」 C 新型コロナの影響で原薬遅延による製造遅延 未定

1179038C1 小林化工 リスペリドン細粒１％「ＭＥＥＫ」 D
1179038C1 全星 リスペリドン細粒１％「ヨシトミ」 A

1179038C1 大原 リスペリドン細粒１％「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

1179038C1 沢井 リスペリドン細粒１％「サワイ」 A

1179038C1 長生堂 リスペリドン細粒１％「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年09月以降

1179038C1 東和薬品 リスペリドン細粒１％「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

1179038C1 日医工 リスペリドン細粒１％「日医工」 A

内用薬 リスペリドン 1179038F1 １ｍｇ１錠 ニプロ リスペリドン錠１ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179038F1 ファイザー リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 その他
2021年3月に経過措置期間移行しており、ま
た弊社からも2021年8月最終出荷済み

2021年3月に経過措置期間移行してお
り、また弊社からも2021年8月最終
出荷済み

20220331

1179038F1 ヤンセン リスパダール錠１ｍｇ

1179038F1 共和薬品 リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179038F1 皇漢堂 リスペリドン錠１ｍｇ「クニヒロ」

1179038F1 高田 リスペリドン錠１ｍｇ「タカタ」 C 新型コロナの影響で原薬遅延による製造遅延 未定

1179038F1 小林化工 リスペリドン錠１「ＭＥＥＫ」 D
1179038F1 全星 リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 A
1179038F1 大原 リスペリドン錠１「オーハラ」 B
1179038F1 沢井 リスペリドン錠１ｍｇ「サワイ」 A

1179038F1 長生堂 リスペリドン錠１ｍｇ「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年08月以降

1179038F1 東和薬品 リスペリドン錠１ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

1179038F1 日医工 リスペリドン錠１ｍｇ「日医工」 A
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内用薬 リスペリドン 1179038F2 ２ｍｇ１錠 ニプロ リスペリドン錠２ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179038F2 ファイザー リスペリドン錠２ｍｇ「ファイザー」 その他
2021年3月に経過措置期間移行しており、ま
た弊社からも2021年8月最終出荷済み

2021年3月に経過措置期間移行してお
り、また弊社からも2021年8月最終
出荷済み

20220331

1179038F2 ヤンセン リスパダール錠２ｍｇ

1179038F2 共和薬品 リスペリドン錠２ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179038F2 皇漢堂 リスペリドン錠２ｍｇ「クニヒロ」

1179038F2 高田 リスペリドン錠２ｍｇ「タカタ」 C 新型コロナの影響で原薬遅延による製造遅延 未定

1179038F2 小林化工 リスペリドン錠２「ＭＥＥＫ」 D
1179038F2 全星 リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 A

1179038F2 大原 リスペリドン錠２「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

1179038F2 沢井 リスペリドン錠２ｍｇ「サワイ」 A

1179038F2 長生堂 リスペリドン錠２ｍｇ「ＣＨ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

2022年08月以降

1179038F2 東和薬品 リスペリドン錠２ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1179038F2 日医工 リスペリドン錠２ｍｇ「日医工」 A

内用薬 リスペリドン 1179038F3 ３ｍｇ１錠 ニプロ リスペリドン錠３ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179038F3 ファイザー リスペリドン錠３ｍｇ「ファイザー」 その他
2021年3月に経過措置期間移行しており、ま
た弊社からも2021年8月最終出荷済み

2021年3月に経過措置期間移行してお
り、また弊社からも2021年8月最終
出荷済み

20220331

1179038F3 ヤンセン リスパダール錠３ｍｇ

1179038F3 共和薬品 リスペリドン錠３ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179038F3 皇漢堂 リスペリドン錠３ｍｇ「クニヒロ」

1179038F3 高田 リスペリドン錠３ｍｇ「タカタ」 C 新型コロナの影響で原薬遅延による製造遅延 未定

1179038F3 小林化工 リスペリドン錠３「ＭＥＥＫ」 D
1179038F3 全星 リスペリドン錠３ｍｇ「ヨシトミ」 A

1179038F3 大原 リスペリドン錠３「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

1179038F3 沢井 リスペリドン錠３ｍｇ「サワイ」 A
1179038F3 長生堂 リスペリドン錠３ｍｇ「ＣＨ」 A

1179038F3 東和薬品 リスペリドン錠３ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

1179038F3 日医工 リスペリドン錠３ｍｇ「日医工」 A

内用薬 リスペリドン 1179038F4 ０．５ｍｇ１錠 ニプロ リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

1179038F4 ファイザー リスペリドン錠０．５ｍｇ「ファイザー」 その他
2021年3月に経過措置期間移行しており、ま
た弊社からも2021年8月最終出荷済み

2021年3月に経過措置期間移行してお
り、また弊社からも2021年8月最終
出荷済み

20220331

1179038F4 共和薬品 リスペリドン錠０．５ｍｇ「アメル」 A

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

2022年12月

1179038F4 皇漢堂 リスペリドン錠０．５ｍｇ「クニヒロ」
1179038F4 小林化工 リスペリドン錠０．５「ＭＥＥＫ」 D
1179038F4 全星 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 A

内用薬 リスペリドン 1179038S1 ０．１％１ｍＬ ヤンセン リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ

1179038S1 共和薬品 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「アメル」 A
他社の出荷調整の影響で需要増。委託先製造
所での増産体制が難しいため。

未定

1179038S1 高田 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「タカタ」 A
1179038S1 小林化工 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 D
1179038S1 東和薬品 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」 A
1179038S1 同仁 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 A

内用薬 レトロゾール 4291015F1 ２．５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ レトロゾール錠２．５ｍｇ「明治」

4291015F1 エルメッド レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

4291015F1 サンド レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」 A
4291015F1 ダイト レトロゾール錠２．５ｍｇ「ケミファ」 A

4291015F1 ニプロ レトロゾール錠２．５ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

4291015F1 ノバルティス フェマーラ錠２．５ｍｇ A
4291015F1 ファイザー レトロゾール錠２．５ｍｇ「ファイザー」 A
4291015F1 共創未来ファーマ レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＦＦＰ」 D 販売中止品（2020年10月に案内） 20220331
4291015F1 共和薬品 レトロゾール錠２．５ｍｇ「アメル」 D 販売中止しております -
4291015F1 小林化工 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 D
4291015F1 第一三共エスファ レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
4291015F1 沢井 レトロゾール錠２．５ｍｇ「サワイ」 A
4291015F1 東和薬品 レトロゾール錠２．５ｍｇ「トーワ」 A
4291015F1 日医工 レトロゾール錠２．５ｍｇ「日医工」 B
4291015F1 日本ジェネリック レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 A
4291015F1 日本化薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」 A
4291015F1 富士化学 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ヤクルト」 A
4291015F1 富士製薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「Ｆ」 A
4291015F1 武田テバファーマ レトロゾール錠２．５ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中
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内用薬 ロサルタンカリウム 2149039F1 ２５ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「明治」
2149039F1 あすか製薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＡＡ」 D 販売中止品

2149039F1 エルメッド ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149039F1 オルガノン ニューロタン錠２５ｍｇ A
2149039F1 キョーリンリメディオ ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「杏林」 A
2149039F1 ケミファ ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ケミファ」
2149039F1 サンド ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サンド」 A
2149039F1 ダイト ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「科研」 B

2149039F1 ニプロ ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149039F1 ニプロファーマ ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「モチダ」 20220331
2149039F1 ファイザー ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 B
2149039F1 共創未来ファーマ ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 B

2149039F1 共和薬品 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2149039F1 高田 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「タカタ」 B
2149039F1 小林化工 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 D
2149039F1 全星 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＺＥ」 A
2149039F1 大興 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＤＫ」 B
2149039F1 大原 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「オーハラ」 B
2149039F1 第一三共エスファ ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149039F1 沢井 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 A
2149039F1 辰巳 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2149039F1 東和薬品 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2149039F1 日医工 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2149039F1 日新製薬 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「日新」 A
2149039F1 日本ジェネリック ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＪＧ」 A
2149039F1 日本薬工 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰＩ」 A

2149039F1 武田テバファーマ ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中（原薬調達に課題あり）
直近での原料入荷予定が遅延中
（2022年4月頃入荷予定）

2149039F1 陽進堂 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 ロサルタンカリウム 2149039F2 ５０ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明治」

2149039F2 あすか製薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＡＡ」 D 販売中止品

2149039F2 エルメッド ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149039F2 オルガノン ニューロタン錠５０ｍｇ A
2149039F2 キョーリンリメディオ ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「杏林」 A
2149039F2 ケミファ ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ケミファ」
2149039F2 サンド ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 A
2149039F2 ダイト ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「科研」 B

2149039F2 ニプロ ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149039F2 ニプロファーマ ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「モチダ」 20220331
2149039F2 ファイザー ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 B

2149039F2 共創未来ファーマ ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 C
他社の出荷調整の影響に伴う需要の急増およ
び製造委託先の製造遅延

未定

2149039F2 共和薬品 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2149039F2 高田 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「タカタ」 B
2149039F2 小林化工 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 D
2149039F2 全星 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＺＥ」 A
2149039F2 大興 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＤＫ」 B
2149039F2 大原 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「オーハラ」 B
2149039F2 第一三共エスファ ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149039F2 沢井 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 A
2149039F2 辰巳 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2149039F2 東和薬品 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

未定

2149039F2 日医工 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2149039F2 日新製薬 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「日新」 A
2149039F2 日本ジェネリック ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＪＧ」 A
2149039F2 日本薬工 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰＩ」 A

2149039F2 武田テバファーマ ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「テバ」 A 通常出荷中（原薬調達に課題あり）
直近での原料入荷予定が遅延中
（2022年4月頃入荷予定）

2149039F2 陽進堂 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＹＤ」 A
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内用薬 ロサルタンカリウム 2149039F3 １００ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「明治」
2149039F3 あすか製薬 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＡＡ」 D 販売中止品

2149039F3 エルメッド ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 D
委託製造所の廃業による自主回収（1/31着
手）

なし

2149039F3 オルガノン ニューロタン錠１００ｍｇ A
2149039F3 キョーリンリメディオ ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「杏林」 A
2149039F3 ケミファ ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ケミファ」
2149039F3 サンド ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サンド」 A

2149039F3 ダイト ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「科研」 D
他社製品の出荷調整等の影響による弊社生産
キャパを越えた注文が急増した為

2022年4月～5月見込み

2149039F3 ニプロ ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰ」 A
他社出荷調整の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2149039F3 ニプロファーマ ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「モチダ」 20220331
2149039F3 ファイザー ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ファイザー」 A

2149039F3 共創未来ファーマ ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＦＦＰ」 C
他社の出荷調整の影響に伴う需要の急増およ
び製造委託先の製造遅延

未定

2149039F3 共和薬品 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「アメル」 D

弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
確認された製品から生産を再開したことによ
る生産遅延。

未定

2149039F3 高田 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「タカタ」 B
2149039F3 小林化工 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 D
2149039F3 全星 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＺＥ」 A
2149039F3 大興 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＤＫ」 B

2149039F3 大原 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「オーハラ」 D
2021年11月末の弊社委託先物流センターの火
災の影響

未定

2149039F3 第一三共エスファ ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2149039F3 沢井 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「サワイ」 A
2149039F3 辰巳 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2149039F3 東和薬品 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「トーワ」 C
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

2021年12月

2149039F3 日医工 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 未定(グループ会社重複成分で対応）

2149039F3 日新製薬 ロサルタンＫ錠１００ｍｇ「日新」 A
2149039F3 日本ジェネリック ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＪＧ」 A
2149039F3 日本薬工 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 A

2149039F3 武田テバファーマ ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「テバ」 A
他社要因による需要増加のため、出荷調整中
(原薬調達に課題あり)

未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）
直近での原料入荷予定が遅延中
（2022年4月頃入荷予定）

2149039F3 陽進堂 ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＹＤ」 A
内用薬 ロスバスタチンカルシウム 2189017F3 ２．５ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」

2189017F3 アストラゼネカ クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ A
2189017F3 エルメッド ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 A
2189017F3 ケミファ ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」

2189017F3 ダイト ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「科研」 A

2189017F3 ニプロ ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2189017F3 共創未来ファーマ ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「共創未来」 A
2189017F3 共和薬品 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 C 委託製造所の生産遅延 未定
2189017F3 高田 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 A
2189017F3 三和化学 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「三和」 A 需要増に伴う製造委託先の生産の遅延 未定
2189017F3 小林化工 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2189017F3 大原 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「オーハラ」 A
2189017F3 第一三共エスファ ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2189017F3 沢井 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 A
2189017F3 辰巳 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2189017F3 東和薬品 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2189017F3 日医工 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 A
2189017F3 日本ジェネリック ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 A
2189017F3 陽進堂 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 ロスバスタチンカルシウム 2189017F4 ５ｍｇ１錠 OD錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「明治」
2189017F4 アストラゼネカ クレストールＯＤ錠５ｍｇ A
2189017F4 エルメッド ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 A
2189017F4 ケミファ ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」
2189017F4 ダイト ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「科研」 A

2189017F4 ニプロ ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」 A
鏡石工場被災の影響により割当にて既存先の
数量を継続供給中

未定

2189017F4 共創未来ファーマ ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「共創未来」 A
2189017F4 共和薬品 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 A 汎用規格の出荷調整の為。 未定
2189017F4 高田 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 A
2189017F4 三和化学 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「三和」 A 需要増に伴う製造委託先の生産の遅延 未定
2189017F4 小林化工 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 D
2189017F4 大原 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「オーハラ」 B
2189017F4 第一三共エスファ ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 A
2189017F4 沢井 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 A
2189017F4 辰巳 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 A

2189017F4 東和薬品 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 A
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を優
先するため

未定

2189017F4 日医工 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 A
2189017F4 日本ジェネリック ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 B
2189017F4 陽進堂 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 A

内用薬 ロフラゼプ酸エチル 1124029F2 ２ｍｇ１錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メイラックス錠２ｍｇ
1124029F2 シオノ ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「ＳＮ」 A
1124029F2 沢井 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」 A
1124029F2 東和薬品 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「トーワ」 C 委託先からの供給が滞っているため 未定
1124029F2 日医工 ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「日医工」 A
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造販売承認 製品名 出荷状況 出荷支障又は出荷停止の理由
出荷支障又は出荷停止の

解決見込み時期
経過措置
期限

内用薬 ロペラミド塩酸塩 2319001M1 １ｍｇ１カプセル ヤンセン ロペミンカプセル１ｍｇ A

2319001M1 沢井 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 D
原薬の異物混入問題が発生し、次回原薬入荷
の見通しが立っておらず欠品。先発：ロペラ
ミド錠にて代替。

2022年4月より出荷再開見込み。

2319001M1 長生堂 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＪＧ」 D

弊社製造工場における製造管理および品質管
理に問題がないかどうかの網羅的な調査の過
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し
たため。

未定

2319001M1 武田テバファーマ ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 A 他社要因による需要増加のため、出荷調整中

未定（各社の出荷調整解除の時期に
よる）
原薬入荷遅延
2022年5月の製販承継時に内製化
（他社⇒岐阜工場）

2319001M1 堀井 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ホリイ」
内用薬 水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム 2349101D1 １ｇ サノフィ マーロックス懸濁用配合顆粒 A

2349101D1 沢井 マックメット懸濁用配合ＤＳ A
2349101D1 長生堂 アイスフラット懸濁用配合顆粒 D 自主回収による出荷停止。 製造販売中止
2349101D1 鶴原 リタロクス懸濁用配合顆粒
2349101D1 東洋製化 マルファ懸濁用配合顆粒 A

2349101D1 東和薬品 マーレッジ懸濁用配合ＤＳ B
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ
る生産遅延のため

2349101D1 日新製薬 ディクアノン懸濁用配合顆粒 A
内用薬 レボドパ・カルビドパ 1169101F1 １錠 オルガノン メネシット配合錠１００ A

1169101F1 ダイト ドパコール配合錠Ｌ１００ A

1169101F1 共和薬品 カルコーパ配合錠Ｌ１００ D
弊社製造所での製造方法、製造手順書不備点
検を実施したところ、当局相談が必要である
事案を確認致しました。相談を実施中。

2022年2月（一時供給停止⇒出荷調
整に移行）

1169101F1 小林化工 パーキストン配合錠Ｌ１００ D
1169101F1 大原 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ B
1169101F1 辰巳 レプリントン配合錠Ｌ１００ A

内用薬 レボドパ・カルビドパ 1169101F2 １錠 オルガノン メネシット配合錠２５０ A
1169101F2 ダイト ドパコール配合錠Ｌ２５０ B
1169101F2 共和薬品 カルコーパ配合錠Ｌ２５０ A 汎用規格の出荷調整の為。 未定
1169101F2 小林化工 パーキストン配合錠Ｌ２５０ D
1169101F2 大原 ネオドパストン配合錠Ｌ２５０ B
1169101F2 辰巳 レプリントン配合錠Ｌ２５０ A

内用薬 アデノシン三リン酸二ナトリウム 3992001F1 ２０ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＡＦＰ」 A
原薬メーカー製造中止で増産できないため、
新規不可の出荷調整中

未定

3992001F1 トーアエイヨー トリノシン腸溶錠２０ｍｇ A
3992001F1 興和 アデホスコーワ腸溶錠２０ A
3992001F1 日医工 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 D 富山第一工場 業務停止の影響 2021年8月供給停止事前報告書提出

内用薬 オザグレル塩酸塩 4490012F1 １００ｍｇ１錠 キッセイ ドメナン錠１００ｍｇ A
4490012F1 小林化工 オザグレル錠１００「ＫＮ」 D

注射薬 ナファモスタットメシル酸塩 3999407D3 １００ｍｇ１瓶 エイワイファーマ ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「ＡＹ」

3999407D3 旭化成ファーマ ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「旭化成」 C

2019年10月のナファモスタットメシル酸塩注
射用50mg「旭化成」の自主回収後の影響、さ
らに、一部の後発医薬品製造販売業者の行政
処分により製品の生産が長期間停止又は縮小
された問題をうけ、製造委託先メーカーの生
産ラインが逼迫し当社への供給量減少、入荷
遅延発生のため、本剤の出荷調整を継続中。

未定

3999407D3 共創未来ファーマ ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「ＡＦＰ」 A
3999407D3 小林化工 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 C
3999407D3 東菱 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「フソー」 20220331
3999407D3 日医工ファーマ ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「日医工」 A
3999407D3 武田テバファーマ ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「武田テバ」 A 通常出荷中

注射薬 ゾレドロン酸 3999423A3 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 コーアバイオテックベイ ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ヤクルト」 A
3999423A3 ニプロ ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ニプロ」 A
3999423A3 マイラン ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ファイザー」 A
3999423A3 共和クリティケア ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＫＣＣ」 A
3999423A3 高田 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＮＫ」 A

3999423A3 沢井 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「サワイ」 D
原薬製造所が同社全原薬を対象に出荷停止処
分を受けており、出荷停止処分解除の目途が
立たない状況。

2021/2/12供給停止事前報告提出。
販売中止案内済。

3999423A3 東和薬品 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「トーワ」 B
3999423A3 日医工 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「日医工」 D 他社の供給状況不安定の影響 2021年12月薬価基準削除願い提出
3999423A3 日医工ファーマ ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「日医工Ｐ」 A
3999423A3 武田テバファーマ ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「テバ」 D 中止品 20220331

外用薬 ジフルプレドナート 2646725M1 ０．０５％１ｇ 岩城 ジフルプレドナート軟膏０．０５％「イワキ」 A
2646725M1 小林化工 ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 D
2646725M1 前田 ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＭＹＫ」 A
2646725M1 田辺三菱 マイザー軟膏０．０５％ A

外用薬 ポビドンヨード 2612701Q3 １０％１０ｍＬ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ポビドンヨード外用液１０％「明治」
2612701Q3 オオサキ ポビドンヨード外用液１０％「オオサキ」
2612701Q3 シオエ ポビドンヨード消毒液１０％「シオエ」 A
2612701Q3 ニプロ ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 A
2612701Q3 マイラン ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 A
2612701Q3 ムンディファーマ イソジン液１０％
2612701Q3 ヤクハン ポピヨード液１０％
2612701Q3 岩城 ポビドンヨード外用液１０％「イワキ」 A
2612701Q3 吉田製薬 ポピヨドン液１０％ A

2612701Q3 健栄 ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」 A
支障も停止もしておりません。通常通りで
す。

2612701Q3 兼一 ポビドンヨード消毒液１０％「カネイチ」 A
2612701Q3 三恵 ハイポピロン外用液１０％
2612701Q3 中北 ポビドンヨード液１０％「メタル」
2612701Q3 東海製薬 ポビドンヨード外用液１０％「東海」
2612701Q3 日興製薬 ポピラール消毒液１０％
2612701Q3 日新製薬 ポビドンヨード外用液１０％「日新」 A
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