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公益社団法人全日本病院協会会長殿

医政経発 0304第6号

令和4年3月4日

官主前~i~信
厚生労働省医政局経済課証 問輪

謂長山富

「医療用医薬品の供給不足に係る対応についてJ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。

医療機関、薬局等の関係者が必要な情報を得ることができるよう、「『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購入について（協力依頼）

（令和4年1月25日付け医政経発 0125第2号厚生労働省医政局経済課長通知。以下「1

月通知Jという。）の別添の日本製薬団体連合会宛て通知に基づき、「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を実施いたしました。そ

の結果が取りまとまりましたので、別紙の通りお知らせいたします。

製造販売企業には12月通知に基づく出荷調整の解除を通じた安定供給のための努力

を継続して実施していただいているところですが、早期の安定供給に資するよう、医薬品の

購入にあたっては、

0「1カ月分程度の在庫量J又は「従来の購入量の 110%以内」を目安として、処方見込

みや在庫量を把握の上、必要最低限の発注としていただくこと

0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き、返品は避け

ていただくこと

について、改めて、 1月通知と同様に、ご協力とご配慮をいただきたく貴会関係者への周

知方よろしくお願いいたします。

なお、別添のとおり、日本製薬団体連合会に対しては、 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、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は、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いることを申し添えます。
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「医療用医薬品の供給不足に係る対応についてJの
別添 1に係る医薬品の供給状況の調査結果

【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。
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区分 般名 YJ9 規鰭単位 岨造販売承毘 劃品名 出冒按況 由膏宜lllllt由膏静止の圃由
出膏宜樽JI.It出膏静止の 経過指E

鯛跡見也，，”m 期回

内周車 アセトアミノフェン 1141007Fl 200mgl錠 あゆみ カロナル錠200 A 

1141007Fl ニプロ アセトアミノフェン錠2oomefNPJ 0 自主回収のため 来定

1141007Fl 丸右 アセトアミノフェン錠200mz「？ルイシJ A 

1141007Fl 高図 ' アセ トアミノフzン鍵200mg「タカタj 0 受庇先回収 2022年4月
－・－・・・由即山 H 四日時” a一日

1141oa)Fi 
”・” e ・R ’ •P• •

三和イヒ学 アセトアミノフェン院200mg「三和」 A 需聾増に伴う劃埠安眠先の生置の遇I正 近々解除予定

直巳 ， －・.. ・-・- •• 
1141007Fl アセトアミノフェン~200m g「TC KJ B 

. ・・・H帽． 帽’....・H’
1141007Fl 

””・－・ー “””・・ー 蝿，，，＿

量生堂 アセトア ミノフェン民200mg「JGJ 0 自主回収による出荷停止． 2022年07月以陣

1141007Fl 東和車品 アセトアミノ 71ン鍵200mgrトーワ』 B 
自社他製剤との集室肘画問亜の策ね合いによ

未定
るさ主産運抵のため

1141007Fl 武田テパ77ーマ アセトアミノフzン錠200mg「貧困テパ」 A 他社要因による需要噌加のため、出荷岡ll'I'
未定（各社の出荷開鐙解除の時期に

よる）

内用車 アセ トアミノフェン 1141007F2 JOOmeltt あゆみ カロナール賀300 A 

1141007F2 丸石 アセトアミノ 71ン健300mg「マルイシJ A 

1141007F2 £B主盆 アセトアミノ 71ンttJOOmgfJ G』 0 自主回収による幽荷停止． 2022年四月以陣

内周軍 アテノロール 2123011F2 SOmgl碇 ファイザー アテノロール錠SOmg「フTイザー』 A 
2022年6月量轄出荷予定（2021年12

月軍価削裕覇提出演み）

21230llF2 原罰 アルセノール碇50

2123011F2 太陽77ルマ テノーミン錠50 A 

21230llF2 沢井 アテノロール11150 mg「サワイj A 

勝社副適工舗における製造管理および品質管

2123011F2 E民生堂 アテノロール睦SOmg「JG」 0 
理に問題がないかどうかの網目的な開査の過

2022年10月以陣
担で生産遅延並びに出荷判定の適延が発生し

たため．

2123011F2 鶴原 アテノロール綻 SOmg『ツルハラ」

2123011F2 東和軍晶 アテノロール錠SOmg『トーワJ B 
自社他岨剤との金m肘西岡置の鎌ね合いによ

来定
る生産量誕のため

2123011F2 日匡工7Tーマ アテノロール錠5Om g fN I k P』 。富山富工lll I隣接停止の，~· 2023•手凹月以陣

2123011F2 日新製軍 アテノロール錠50 mg r日新J A 

未定 （各社の出荷謂置解除の時期に

2123011F2 震国テパ77ーマ アテノロール蛇50 m £ rタイヨーj A 他社要因による需要治加のため、出荷周E中
よる）

原料製造所の試験法宜E予定のため

出荷聞置継績

2123011F2 貧困テパ軍品 アルマイラー錠50 0 中止品 20220331 

内用車 アトルパスタチンカルシウム 2189015Fl 5mgl錠 MoフT，.マ アトルパス安チン健5mgfMeJ A 

2189015Fl ヴィアトリス リピト －1•健 5mg A 

2189015Fl エルメッド アトルパスタチン錠5mg fE EJ 0 
安置副造所の廃業によるa主回収（1/31着

なし
手）

2189015Fl キョーリンリメディオ アトルパスタチン錠5mgf杏林』 A 割当出荷中

2189015Fl ケミフ？ ア トルパスタチン錠5mg「ケミ 77・J

2189015Fl サンド アトルパスタチン碇Smg「サンド」 A 

2189015Fl ニプロ アトルパスタチン錠5mg fN P J A 

2189015Fl ニプロ 77ーマ ア トルパスタチン睦SmE「モチダJ 20220331 

市lllシ17'が｛民〈．他社出荷岡聾の彫ーによ

2189015Fl 共和軍品 ア トルパスタチン錠Smg「アメルJ A 
り出荷圃聾を継続しております．

未定
また、劃造キャパシティーが不足しているた

め2・塵見込みは朱宜．

2189015Fl 小林化工 ア トルパスタチン瞳5mg fK N』 0 

2189015Fl 全星 アトルパスタチン錠5mg rz E』 A 

2189015Fl 第一三共エス77 アトルパスタチン錠5mg[OSEPJ A 

2189015FI 沢井 ア トルパスタチン錠Smg「サワイ』 A 

2189015FI liiB ア トルパスタチン錠Smg「Tc K」 A 

2189015Fl .原 アトルパスタチン錠SmE「TS UJ 

21890!5Fl 東和軍晶 アトルパスタチン錠Smg「トーワ」 B 
自社他担剤との生重計画同盟の策ね合いによ

来定
る生産遅延のため

211目015Fl 日匡工 アトルパスタチン旋Smg r日軍工J B 

2189015Fl 日新型車 アトルパスタチン舵Smg「NSJ A 

2189015Fl 日本ヅzネリック アトルパスタチン錠Smg「JG』 c 受E副遣先の積情により入荷量延
未定

他社の出荷同盟の，~·

21890!5Fl 武田テパ軍晶 アトルパスタチン健5mg rr y K」 A 通常出荷中

2189015FI 闇進宜 アトルパスタチンll15mE「YDJ A 

内用車 アトルパスタチンカルシウム 2189015F2 !Omgl健 M eフア，.マ ア トルパスタチン院 IOmg fM e」 A 

2189015F2 ヴィアトリス リピトール盤！ Omg A 

21890!5F2 エルメッド アトルパスタチン瞳！ Omg「EEJ 0 
9'R副進所の車業による自主回収 (I／到着

なし
手）

2189015F2 キ耳ーリンリメディオ アトルパスタチン錠 lOma「杏林」 A 割当出荷中

2189015F2 ケミフ？ アトルパスタチン碇 lOmg「ケミフT」

2189015F2 サンド アトルパス~チン錠！ Om g「サンドj A 

2189015F2 ニプロ アトルパスタチン綻 I0 mg fN P J A 

2l89015F2 ニプロファーマ アトルパスタチン健 lOmg「モチダ』 20220331 

市崎シェアが低〈、他社出荷岡置の彫ーによ

2189015F2 共和車晶 アトルパスタチン碇！ OmE「アメルJ A 
り幽荷聞置を継厳しております．

未定
また、製造キャパシティーが不足しているた

め増置見込みは未定．

2189015F2 小林化工 アトルパスタチン錠 IOmg fK NJ 0 

2189015F2 金星 アトルパスタチン錠！ Omg「ZEJ A 

2l890!5F2 第一三共エスファ アトルパスタチン錠！ OmE「0SEP J A 

2l890!5F2 沢井 アトルパスタチン健！ Omg「サワイ」 A 

21890!5F2 辰巳 アトルパスタチン碇！ OmE「TC KJ A 

2189015F2 鵠原 アトルパスタチン錠！ OmE「Ts U』

2189015F2 東和軍晶 アトルパスタチン碇！ OmE「トーワ』 B 
自社他製剤との生慶計画周置の集ね合いによ

未定
る生産量涯のため

2189015F2 目匡工 アトルパスタチン碇！ Omg「日匡工J B 

21890!5F2 日新型車 アトルパスタチン鍵！ Om£ [NSJ A 

2189015F2 日本ジェネリ ック アトルパスタチン健 IOmg f J GJ c ，委託劃遣先の事情により入荷遅延
未定

他社の幽荷開Eの修’

2189015F2 武田テパ車品 アトルパスタチン錠lOmgfTYKJ A 通常幽荷中

21890!5F2 闇進堂 ア トルパスタチン錠 lOmgfYOJ A 
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区分 般名 YJ9 規絡・単位 製通販売承II! 製品名 出膏軒況 出冒宜llllli出膏停止の・由
出膏車問Z隊出膏停止の 程遇措置

鱒焼且也み時期 期限

内用車 アムロジピンベシル置塩 2171022Fl 2 Smgl綻 Mol)IS•lk• アムロジピン錠2 Sm g「明治J

2171022Fl あすか副聾 アムロジピン錠2, 5 mg rあすかJ A 

2171022Fl ヴィアトリス ノルパスタ健2, 5 mg A 

2171022Fl エルメッド アムロジピン健2 Smg fEMECJ D 
JUE製造所のIll’Rによる自主回収（1/31宥

なし
手）凶.....・ ・＿，... 

キョーリyリメディオ アムロジピン鍵2 sm g「杏林」2171022Fl A IJ当幽荷中

21J1022Ff コーアイセイ アムロジピン駐2 Smg「イセイ』 A 2o21i12;i3～ 幽荷闇豊中 2022/3月解除予定

2171022Fl 司自アパイオテ7クベイ アムロジピン錠2 Sm E「Ty KJ A 

2171022Fl サンド アムロジピン錠2, 5 mg「サンド』 A 

2171022Fl シオノ アムロジピン睦2, Sm E「7ソーJ c 型通受託先の製造停止による畠適量誕のため 2022年10月噴見込み

2171022Fl ダイト アムロジピン佐2 Sm g「科研』 A 

2171022Fl ニプロ アムロジピン錠2 Sm g「Np J D 生産都合により出荷停止中 朱宜

2171022Fl ニプロ ESファーマ アムロジピン誼2 Sm g「タナベJ A 
他社幽荷開監の彫曹によリ割当にて既存先の

来宜
数量を継続供輸中

アムロジピy錠2. 5 m g「ファイザー』
回目 a・F『4働団“町・晶 凶．．

2171022Fl ファイザ－ UPJ A 

2171022Fl 救急 アムロジピン錠2 Sm g「口 QJ A 

市渇シェアが低く、他社出荷聞置の彫ーによ

2171022Fl 共和軍晶 アムロジピン碇2 Sm g「アメルj A 
り出荷調墜を絵草して釘ります．

未定
また、製造キャパシティーが不足しているた

め治産見込みは朱定．

2171022Fl 皇盟堂 アムロジピン錠2, 5 mg rクニヒロJ

2171022Fl ~IB アムロジピン健2, Sm g 「タカタ』 A 

2171022Fl 小林化工 アムロジピン1112 5 m E「KNJ D 

2171022Fl 大奥 アムロジピン腔2 Sm g「タイヨー』 D 製造3寄託先の製造幽荷通量 未定

2171022Fl 大阪 アムロジピン健2, 5 m g「オーハラj B 

2171022Fl 大日本住友 アムロジン健2 Smg A 

2171022Fl 第一三共エスファ アムロジピン錠2, Sm g「DSEP J A 

2171022Fl 沢井 アムロジピン錠2 Sm g f，サワイ』 A 
’H町田”吋””’”・山山田可・＂＇＂＇

2171022Fl 匡巴 アムロジピン碇2 Sm g「Tc K」 A 

際社副造工喝における国造管理および品質管

2171022Fl 畏生堂 アムロジピン碇2, 5 mg「CHJ D 
理に問圃がないかどうかの網羅的な同査の過

2022年06月以降
程で生産遅延並びに出荷判定の遅延が尭生し

たため．

2171022Fl .原 ヂムロジピン錠2 Sm g「ツルハラ』

2171022Fl 3便利車品 アムロジピン碇2 Sm g「トーワ」 A 

2171022Fl 日医工 アムロジピン碇2, 5 mg fa！！＜工j D 富山第工婦業務停止の，~· 2022年四月

2171022Fl 日新型車 アムロジピン旋2 Sm g「NSJ A 
山町F ’”F 山・ ．． 崎・－－・・

受託製造先の車情により入荷遅踊
2171022Fl 日本ジェネリック アムロジピン錠2 5 mg r J G」 c 

他社の幽荷岡聾の，~·
来宜

2171022Fl 日本軍工 アムロジピン量2, Sm g 「ケミ 77] A 

2171022Fl 富士割車 アムロジピン錠2, 5 mg「FJ D 販売敏量少なく、不採耳となゥたため 20220331 

2171022Fl 由進堂 アムロジピン世2 Sm g 「YDJ A 

内用車 アムロジピンベシル陸塩 2171022F2 Smgl錠 Mo I J IS• 1k • アムロジピン綻Smg 「明治」

2171022F2 あすか国軍 アムロジピンli!Smg 「あすかj A 

2171022F2 ヴィアトリス ノルパスク碇Smg A 

2171022F2 ヱルメッド アムロジピン位Smg 「EMECJ D 
受託製造南青の贋黛による自主回収（l/31宥

なし
手｝ 山

2171022F2 キョーリyリメディオ アムロジピン舵Smg 「杏林J A 割当幽荷中
.・・． ー ．．． “ . ．．『崎・・’ “..“・4品M

2171022F2 コーアイセイ アムロジピン世Smg 「イセイ』 A 2021/12/13～ 出荷潤整中 2022/3月解除予定
2171022F2 コーアパイオテックベイ アムロジピン綻Smg 「Ty KJ A 

2171022F2 サンド アムロジピン健5mg rサンド』 A 

2171022F2 シオノ アムロジピン舵Smg 「フソーJ c 副適受託先の副適停止による型通遅延のため 2022年10月明見込み

2171022F2 ダイト アムロジピン註Smg 「科研1 A 

2171022F2 ニプロ アムロジピン蛇Smg 「Np J D 生産郷合により出荷停止中 来宜

2171022F2 ニプロ ESファーマ アムロジピン碇Smg 「タナベ」 A 
他社幽荷間態の彫曹により割当にてJI!存先の

未定
微量を継続供給中

2171022F2 ファイザ－ UPJ アムロジピン碇Smg 「ファイザーJ A 

2171022F2 救急 アムロジピン粧SmgfQQJ A 

市4・シェアが低く、他社出荷聞置の・5・によ

2171022F2 共和重品 アムロジピン碇SmE「アメル」 A 
り出荷調墜を継続しております．

未定
また、 II適キャパシティーが不足しているた

めi首産見込みは未定．

2171022F2 皇講堂 アムロジピン世SmE「クニヒロJ

2171022F2 梅田 アムロジピン錠SmE「タカタJ A 

2171022F2 小林化工 アムロジピン位Smg「KNJ D 

2171022F2 大興 アムロジピン碇Smg「タイヨーj D 副造委託先の副進出荷量延 来宜

2171022F2 大原 アムロジピン佐5mg rオーハラ」 B 

2171022F2 大日本住友 アムロジン錠Smg A 

2171022F2 第一三共エスファ アムロジピン佐Smg「DSEP J A 

2171022F2 沢井 アムロジピン佐SmE「サワイ』 A 

2171022F2 E巴 アムロジピン蛇SmE「TC KJ A 

弊社製造工掲における製造管理および品質管

2171022F2 長生堂 アムロジピン睦Smg「CH」 D 
理に問圃が怠いかどうかの網瞳的な周査の過

2022年06月以陣
睡で生産量足並びに幽荷判定の運圧が発生し

たため．

2171022F2 叫原 アムロジピン錠Smg「ツルハラJ

2171022F2 東和軍品 アムロジピン蛇Smg「トーワ」 A 

2171022F2 日匡工 アムロジピン佐Smg「日医工J B 

2171022F2 日新副車 アムロジピン世Smg「NSJ A 

2171022F2 日本ジェネリ.，ク アムロジピン粧Smg「JG」 c 
安眠国盗先の事情により入荷遅延

来定
他社の幽荷閤聾の影ー

2171022F2 日本車工 アムロジピン佐SmE「ケミファ」 A 

2171022F2 富士劃車 アムロジピン佐Smg「F」 D 店売敏量少な〈、不鐸耳となったため 20220331 

2171022F2 間進堂 アムロジピン碇Smg「YDJ A 
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区分 般名 YJ9 規格 I単位 製造店売承毘 劃品名 出曹明視 出荷主陣Jtlt出荷静止の園自
出膏童陣Jtlt出膏停止の 瞳遇措置

解鶴見弘み同期 鵬園

内用車 アムロジピンベシル酸塩 217102ZF3 2 Smgl院 OD錠 Mo I I I s・Ik• アムロジピンOD綻2 Sm g「明治」

2171022F3 あすか製聾 アムロジピンOD貨2 Sm g「あすか』 A 

2171022F3 ヴィアトリス ノルパスタ OD錠2. Sm g A 

2171022F3 エルメッド アムロジピン OD錠2 Sm g「EMECJ D 
，委託製造所の廃業による自主回収 (1/31箱

なし
手｝

＋，． ＋咽町’ ・a
アムロジピン00鍵2 sm g「省特J ;. 割当幽荷中2171022F3 キョーリγリメディオ

一 一
2171022F3 

ー一回 .. e』 “ 0 ... HH  

コーアイセイ アムロジピン OD位2 sm g「イセイ」 A io21ii21ii～ 幽荷闇盤中 20.22i3月解陪予定

2171022F3 サンド アムログピン OD健2 Sm g 「サンド」 A 

2171022F3 シオノ アムロジピン 00舵2. 5 m g 「フソー」 A 

2171022F3 ニプ口 アムロジピンOD綻2 Sm E「Np J A 
他社幽帯同盤の，zーによリ割当にて既存先の

2022年Z月7日出荷岡盤解除
微量を継聴供給中

2171022F3 77イザーUp J アムロジピンOD註2 Smg「ファイザ－J A 

2171022F3 救急 アムロジピンO07イJレム Z Smg fQ q』 D 車問削絵同炉問済み

市喝シェアが＇~く‘他社出荷開霊の修曹によ

2171022F3 共和軍晶 アムロジピンOD健2. 5 mg「アメル』 A 
リ出荷開宣を継続しております．

未定
また、副適キャパシティーが不足しているた

め治産見込みは未定．

2171022F3 高閏 アムロジピンOD錠2. Sm g「タカタj c 
他社同成分担割の供枯停止による需要増のた

来定
め生産量E

2171022F3 小林化工 アムロジピン OD錠2 Sm g「KN」 D 

2171022F3 会皇 アムロヅピン OD錠2. Sm g「ZEJ A 

2171022F3 大奥 アムロジピンOD碇2 Sm g「科研J B 

2171022F3 大日本住友 アム口ジンODli:2. 5 mg A 

2171022F3 沢井 アムロジピン OD蛇2 Sm g「サワイj A 

2171022F3 E巴 アムロジピン OD錠2 Sm g 「TC KJ A 

2171022F3 量生堂 アムロジピンOD錠2 Smg fCHJ A 

2171022F3 車和軍品 アムロジピン OD錠2 Sm g 「トーワ」 A 

2171022F3 日匡工 アムロジピンOD健2. 5 mg「日E工」 D 富山第一工喝業務停止の修唖 202"手OB月

2171022F3 日新製葺 アムロジピンOD錠2 Sm g 「NSJ A 
”’ M個 H・．，

2171022F3 日本ジェネリ γク アムロジピンOD錠2 Sm g「IG』 A 
....戸田岡 .....ー..回

2171022F3 日本車工 アムロジピンOD綻2 Sm g 「ケミ 771 A 

2171022F3 lit田テパファーマ アムロジピンOD健2. 5 mg「震田テパj A 他社要因による需要綱加のため、出荷同盟中
来宜市湖シェアが商い他社の状況

による

2171022F3 陣進堂 アムロジピンOD錠2 Sm E「YDJ A 

内用車 アムロジピンベシル敵塩 2171022F4 Smgl錠 OD錠 Mol)ISolko アムロジピンOD錠SmE「明治』

2171022F4 あすか劃車 アムロジピンOD錠Smg「あすか」 A 

2171022F4 ヴィアトリス ノルバスク OD綻Smg A 

2171022F4 エルメッド アムロジピンOD世 Smg「EME CJ D 
受託製造所の廃業による白主回収（1/31着

なし
手｝

2171022F4 キョーりンリメディオ アムロジピン OD錠Smg「杏林」 A 割当出荷中

2171022F4 コーアイセイ アムロジピン DD錠Smg「イセイj A 2021/12/13～ 出荷闇盤中 2022/3月解除予定

2171022F4 サンド アムロジピンOD碇Smg「サンドJ A 

2171022F4 シオノ アムロジピン OD錠Smg「フソー』 A 

他社出荷岡監の彫ーによリ劃当にて既存先の
2171022F4 ニプロ アムロジピン OD健5mg rN P」 A 

数畳を継続供給中
2022年2月7日出荷開置解除

2171022F4 フ？イザ－ UPJ アムロジピンOD院Smg「ファイザー』 A 

2171022F4 数急 アムロジピン ODフィ Jレム Smg fQ q」 D 軍価削陣申Ill＞寄み
...ー ・悼” 関目ト

市lllシヱアが低〈、他社出荷調聾の，zーによ

2171022F4 共和車品 アムロジピン OD・！Smg「アメル』 A 
り幽荷聞置を継続しております．

ヨ長定
また、劃造キャパシティーが不Eしているた

め精度見込みは未定．

2171022F4 高困 アムロジピンOD提Smg「タカタ』 c 
他社同成分製剤の供柏停止による需要淘のた

未定
め生産量延

2171022F4 小林化工 アムロジピンOD健5mg rKNJ D 

2171022F4 全星 アムロジピンOD錠Smg「ZEJ A 

2171022F4 大奥 アムロジピン00錠Smg「科研j 包

2171022F4 大日本住友 アムロジンOD錠Smg A 

2171022F4 沢井 アムロジピンOD錠5mg rサワイj A 

2171022F4 量 E アムロジピンOD錠SmgrrcKJ A 

2171022F4 量生堂 アムロジピンOD錠SmgrcHJ A 

2171022F4 東和軍晶 アムロジピン OD錠5mg rトーワ」 A 

2171022F4 日匡工 アムロジピンOD錠5mg r日匡工」 B 

2171022F4 日新製葺 アムロジピンOD健SmgrNSJ A 

2171022F4 日本ジェネリック アムロジピンOD駐Smg「JGJ A 

2171022F4 日本車工 アムロジピンOD錠SmE「ケミ 771 A 

2171022F4 武田テパ77ーマ アムロジピンOD駐Smg「貧困テパ」 A 他社要因による需要櫓加のため、出荷関豊中
未定市場ソヱアが高い他社の状況

による

2171022F4 間進堂 アムロジピンOD錠SmgrvoJ A 
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区分 般名 YJ9 規絡・単位 ’U遺直売元医院 ’U品名 出冒紙切 出冒宜障Z抽出荷静止の・・
幽膏茸陣Z抽出膏’止の 経過措置

廓換且温a’”m 期限

内用車 アムロジピンベシ，.瞳塩 2171022F5 lOmgl睦 Mo I j IS• 1k • アムロジピン錠lOmg「明泊J

2171022F5 あすか副軍 アムロジピン舵lOmg 「あすかJ A 

2171022F5 ヴィアトリス ノルパスク健lOmg A 

2171022F5 エルメッド アムロジピン健lOmg 「EMECJ 0 
委託割途所の園業による自主回収（1/31着

なし
手）

2171022F5 キョーリンリメディオ 7ムロジピン舵 lOmg「杏林』 A 劃岩出荷中

2mo:i2Fs コーアイセイ アムロジピン世lOmg 「イセイJ A 20211121n～ 出荷阿整中 2022/3月解除予定

2171022F5 ヨーアパイオテvクベイ アムロジピン健lOmE「Ty KJ A 

2171022F5 ソオノ アムロジピン錠lOmg「フソーJ A 

2171022F5 ダイト アムロジピン碇lOmg「判明」 A 

2171022F5 ニプロ アムロジピン舵1Om g [NPJ 0 生産事事合によリ幽荷停止中 朱定

2171022F5 ニプロ E577ーマ アムロジピン錠lOmE「タナベj A 
他社幽荷閤聾の，e・によリ割当にて既存先の

未定
微量を継鋳供給中

2171022F5 77イザーUp J アムロジピン世 lOmg「ファイザー』 A --・ .. 
2171022F5 教a アムロジピンIUOmg [Q q』 A 

市崎シzアが低〈、他社出荷岡監の膨ーによ

2171022F5 共和軍品 アムロジピン錠 lOmE『アメル』 A 
り出荷田畳を維症しております．

朱E
また、劃遺キャパシティーが不足しているた

め増産見込みは未定．

2171022F5 皇2質量 アムロジピン錠！ OmE「クニヒロJ

2171022F5 高田 アムロジピン舵！ Omg「タ力タ』 A 

2171022F5 小林化工 アムロジピン粧 10 mg [K N」 0 

2171022F5 大奥 アムロジピン錠！ Omg「タイヨー」 B 

2171022F5 大原 アムロジピン誼！ OmE「オーハラ」 A 

2171022F5 大日本往左 アムロジン錠lOmg A 

2171022F5 第一三共エスファ アムロジピン世！ Omg「DSEP J A 

2171022F5 沢井 アムロジピン舵 lOmgfサワイj A 

2171022F5 辰巳 アムロジピン舵！ Omg[TCKJ A 

2171022F5 畳生堂 アムロジピン蛇 1Om g [CHJ A 

2171022F5 健康 アムロジピン蛇 lOmg『ツルハラ』

2171022F5 東狗車昂 アムロジピン置 lOmE『トーワ』 A 

2171022F5 日匡工 アムロジピン錠 1Om g ［日E工』 。富山第工場集揚停止の，~· 2022•李08月

2171022F5 日新劃聾 アムロジピン舵 lOmg[NSJ A 

2171022F5 日本ジェネリ γク アムロジピン喧 lOmg「JGJ c 受託副量先の$情により入荷遅延
未定

他社の出荷聞量の彫曹

2171022F5 日本車工 アムロジピン錠 lOmE「ケミ 7ァJ A 

2171022F5 富士劃車 アムロジピン碇 lOmg「FJ 。阪売敵量少なく、不係車となったため 20220331 

2171022F5 陽道堂 アムロジピン置 lOmg[YOJ A 

内用車 アムロジピンベシル陸塩 2171022F6 lOmgl綻 OD碇 M, I j IS o 1k o アムロジピy0 D蛇 lOmg 「明治J

2171022F6 あすか副車 アムロジピンOD・！！ Omg 「あすかJ A 

2171022F6 ヴィアトリス ノルパスタ OD錠lOmg A 

2171022F6 エルメッド アムロジピン00健 lOmg[EMECJ 。受託劃追所の贋幾による自主回収（l/3UI
なし

手）

2171022F6 キョーリンリメディオ アムロジピン00舵 lOmg ［杏林J A 劃当出荷中

2171022F6 コーアイセイ アムロジピン00健1Omg ［イセイj A 2021/12/13～ 幽荷潤監中 2022/3月解除予定

2171022F6 サンド アムロジピンOD健 lOmgfサンド』 A 

2171022F6 γオノ アムロジピンODtl:lOmg[7ソーJ A 

他社幽荷開盤の，g，によリ割当にて阻存先の
2171022F6 二プロ アムロジピンOD健 1Omg [NPJ A 

微量を継続供給中
2022年Z月78出荷周監解除

2171022F6 ファイザ－UPJ アムロジピンODti'.l Omg ［ファイザー』 A 

市場シェアが抵〈、他社出荷岡亜の彫曹によ

2171022F6 共和軍品 アムロジピン00錠 1Omg ［アメル」 A 
り幽荷関’置を継銃しております．

来定
また、劃量キャパシティーが不足しているた

め槽~見込みは未定．

2171022F6 高凶 アムロジピンOD錠 lOmgfタカタ」 B 

2171022F6 小林化工 アムロジピン00舵1Omg [K NJ 。
2171022F6 全皇 アムロジピンOOti'.lOmg [ZEJ A 

2171022F6 大興 アムロジピンOD綻1Om g「科研」 B 

2171022F6 大白本住友 アムロジンOD鍵 lOmg A 

2171022F6 R弁 アムロジピンOD碇 lOmg「サワイJ A 

2171022F6 li<B アムロジピンOD錠 lOmg「TC KJ A 

2171022F6 畳生堂 アムロジピンOD置 1Omg [CHJ A 

2171022F6 東刊車晶 アムロジピンOD蛭lOmg「トーワ』 B 
一定の在庫量の確保が可能となったため幽荷

2022年1月
開E解織

2171022F6 目匡工 アムロジピンODti'.l Omg ［自l!<IJ 。富山第工細業務停止の・6・ 2022年09/l

2171022F6 日新型車 アムロジピン00・21 0 mg [N SJ A 

2171022F6 日本ジェネリック アムロジピン00院 lOm g [ J GJ A 

2171022F6 日本軍工 アムロジピン 00綻 lOmg「ケミ 77J A 

2171022F6 武田テパファーマ アム臼ジピン00錠 lOmg「武田テパJ A 他社要因による需要噌加のため、出荷問聾中
来宜。市場シェアが高い他社の状況

による

2171022F6 由嘩堂 アムロジピンDDtl:l Om E「YDJ ，、

予測よリも幽荷位置が微か月間上回り、また

内用車 ＇＂ロ9ピ：.－... ~ ...・・ Fト，＂＇；＜ 1,.:.-h.... ~守ι 2190101Fl 1錠 (I香） ヴィアトリス カデュエットE合院1番 0 製造前倒しの開置が躍しかヲたため出荷停止 2月台、り出荷再開予定

となっている．

2190101Fl エルメッド アマルエγ ト血合院1番「EEJ 0 
委託製造所の廃業による自主回収 {1/31箱

なし
手）

219010lfl ケミファ アマルエット配合鍵1番「ケミファJ

2190101Fl サンド アマルエット配合健1書『サンドj A 

2190101Fl ニプロ アマルエγ ト配合鍵1骨『ニプロ」 A 
他社幽荷開置の膨ーにより割当にて既存先の

未定
敏量を継麗供給中

219010lfl 小休化工 アマルエット配合錠l番［KNJ 0 

2190101Fl 第一三共エスファ アマルエット配合碇1香『DSEP J A 

2190101Fl 沢井 アマルヱット配合錠1喬『サワイj A 

2190l01Fl 辰巳 アマルエット配合睦1・［TCKJ A 

219010lfl 東和聾晶 アマルヱット国合錠1番『トーワ』 A 
急百験な需要憎加に伴い、 R存先への供給を置

未定
先するため

219010lfl 日医工 アマルエット阻合健llll「日匡工』 A 
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E分 一般名 YJ9 続鰭 I単位 副造飯，e承，e 劃品名 出膏続倶 出膏宜陣且鴎由膏帽止の圃由
出荷宝庫Z陪出膏静止の 優遇9・置

解慎見込み同周 期限

内用車 TムロVピ：.－.r.v＂＇・－ 7トル，e且”，，均品.，ι 2190102Fl 1陵（ 2香｝ ヴィア トリス カデュエット国合鍵2骨 A 

安眠副造所の車業による自主回収（l/31舗
2l90102Fl エルメッド アマルエット配合睦2番「EEJ D 

手）
なし

2190I02Fl ケミファ アマルエット院合鍵2書 「ケミファ」
ーー”n’R ＂＇司 l’咽 ． ” “・M・~..... M・・ ．．． 

2190102Fl サンド アマルエット配合健2番「サン ド」 A 

他社出荷開置の膨曹によリ割当にて既存先の
2190102Fl ニプロ アマルエッ ト配合鍵2番「ニプロ」 A 

数量を継続供給申
来宜

2190l02Fl 小体化工 アマルエット配合鍵2番「KNJ D 

2190l02Fl 第一三共エス77 アマルエット配合綻2番「DSEP J A 

2190102Fl 沢井 アマルエット配合館2番『サワイJ A 

2190102Fl 辰巳 アマルエット院合鍵2書［TCKJ B 

2190102Fl 東和軍晶 アマルエγ ト配合健2番『 トーワj A 
急置な需要地加に伴い、既存先への供給を恒

未定
先するため

2l90102Fl 日匡工 アマルエット配合11!2香『日匡工J A 

内用車 ァι回V~l'... YA>・－ F トル，＇＂＇＇＂＂由，~Y？ム 2190l03Fl 1錠（3番） ヴィアトリス カデZ ヱγ ト配合鍵3番 A 

2190103Fl ヱルメッド アマルエット配合11!3番「EEJ D 
餐既製造所の贋集による自主回収 (1/31着

なし
手）

2190103Fl ケミ 77 アマルエットE合錠3番「ケミ 77J

2190103Fl サンド アマルエット配合錠3番「サンド」 A 

2190103Fl ニプロ アマルエット配合鍵3書「ニプロ」 A 
他社出荷聞置の膨’によリ’l当にて厩存先の

未定
数’Eを継臨供給中

2190103Fl 小林化工 アマルエット配合錠3番「KNJ 。
2190103Fl 第一三共エスファ アマルエットE合碇3番「DSEP J A 

2190103Fl 沢井 アマルエットE合11!3番「サワイJ A 

2190103Fl 直巳 アマルエ・y ト配合鍵3番「TC KJ A 

2190I03Fl 東方日JI晶 アマルエット配合錠3番「トーワ」 A 
急置な需要増加に伴い‘既存先への供給を置

朱定
先するため

2190103Fl 日医工 アマルエット配合11!3• r日医工」 A 

内周聾 Fι回Vピン＂”‘ ・E 70ト品川且，，1'1/Aoシ守ι 2190104Fl 1錠（4香｝ ヴィアトリス カデュエット配合錠4番 A 

2190104Fl エルメッド アマルエット配合錠4番『EEJ 。受託岨適月号の鹿黛による自主回収 (1/31.
なし

手）

2190104Fl ケミファ アマルエット配合鍵4番 fケミファ」

2190104Fl サンド アマルエット回合11!4香 fサンドj A 

2190104Fl ニプロ アマルヱット配合11!4喬『ニプロ」 A 
他社出荷閤.の・8曹によ IJi割当にて既存先の

未定
倣量を継瞳供給中

2190104Fl 小林化工 アマルエット配合錠4番［KNJ 0 

2190l04Fl 第一三共エス77 アマルエγ 卜配合綻4番「DSE P」 A 

2190104Fl 沢井 アマルエット配合睦4番「サワイ』 A 

2190104Fl 直巳 アマルエッ トE合健4番「TC KJ A 

急置な需要増加に伴い‘既存先への供給を置
2190104Fl 東和軍品 アマルエット配合碇4醤「トーワ」 A 

先するため
未定

2190104Fl 日匡工 アマルエットE合睦4番「日匿工J A 

内用車 アメジニウムメチル碕政省 2190022Fl 10mgl佐 小林化工 アメジーウムメチル硫敵塩錠 IOm g [K NJ 0 

2190022Fl 大原 アメジニウムメチルR・塩tUom1Iオーハラ』 D 
2021年11月末の防祉a寄託先物置センタ の火

未定
誕の彫・

2190022Fl 大目窓住友 リズミック鍵 lOmg A 

2190022Fl 沢井 アメジエウムメチル碕瞳塩賞1Omg ［サワイ』 A 

2190022Fl f更生堂 アメジニウムメチル硫陵塩.ll!IOmg「JGJ 。自主回収による出荷停止． 阻造販売中止

2190022Fl 東和軍品 アメジニウムメチル慣瞳塩JUOmg ［トーワJ A 

2190022Fl 日匡工 アメジニウムメチル鴫瞳塩錠 1Omc f日医工』 A 

2190022Fl 鉄J:I アメジニウムメチル礎.塩鍵lOm g [7ソー」 A 

内用車 アンプロキソール塩酷塩 2239001FI 15mg l錠 キ且ーり yリメディオ アンプロキソール盗Ill温JI[!Smg f杏林J A 書j当出荷ゆ

当初の予定通りの出荷lまされているが、他社

2239001Fl サノアイ ムコサール碇 ISmg A での幽荷~Ill!によリ急置な需要槽があリそれ 来宜

以上の幽荷I<制闘している．

2239001Fl セオリア アンプロキソー＂塩.塩健 ISm g「CE OJ A 

2239001Fl ニプロ アンプロキソール塩Ill塩錠 lSmg [NPJ A 
他社出荷開畳の，zーによリ割当にて既存先の

5長定
倣量を継続供給中

2239001Fl わかもと アンプロキソール塩瞳塩Jt!Smg「わかもと」

市場シェアが低〈‘他社幽荷調置の膨ーによ

2239001Fl 共和聾晶 アンプロキソール塩阻塩錠 ！Smg「アメルJ A 
り幽荷聞置を継雌しております．

来定
また、製造キャパシティーが不足しているた

め治産見込みは未定．

2239001F1 皇軍盆 アンプロキソール塩融塩鍵 1Sm g『クニヒロj

2239001Fl 高図 アンプロキソール塩瞳塩健！ Smg 『タカ ~J c 
他社同底分割剤の自終結停止による需要唱のた

来定
め生置遭括

2239001Fl H本化工 アンプロキソール塩田E塩錠ISmg [K NJ D 

2239001Fl 全星 アンプロキソール塩憧塩鍵！ Smg「ZEJ A 

2239001Fl 沢井 アンプロキソール塩随塩錠 ISmtfサワイJ A 

2239001Fl 辰巳 アンプロキソール塩田E塩錠ISmg「Tc KJ A 

Ill<社製造工喝における副進腎型および品質管

2239001Fl 畢生堂 アンプロキソール塩取塩錠 1Sm g [ J GJ D 
理に問圃がないかどうかの踊直的な開査の過

2022年07月以陣
睡で生産壷延並びに出荷判定の畳居が舞金し

たため．

2239001Fl ．． 原 ァ下プロキソール塩砲塩貨1Sm g「ツルハラ」

2239001Fl 帝人ファーマ ムコソルパン担 ISmg 

2239001Fl 東和軍晶 アンプロ キソー1•塩瞳塩錠 I Sm g「トーワJ A 
急置な需要滑加に伴い、既存先への供給を置

未定
先するため

2239001Fl 日匪工 アンプロキソール塩瞳塩錠ISmg「日医工j 。富山第一工喝築審停止の膨ー 2023年四月以降

223900IFI 日新劃車 アンプロキソール塩阻塩鍵 ！Smg「日新J A 

2239001Fl 日本車工 アンプロキソール塩瞳塩健 I5 mg fN PI J c 
通常よリも組定を越える発濯があリ、

3農産
安定供給を確保するために出荷附置を実緒

供給問題発生以前と比聴し120%以上

2239001Fl lit回テパファーマ アンプロキソール塩田E塩質 1Sm g ［~イヨー』 A 他社要因による需要治加のため．出荷開聾中 出荷.I量産対応中．解決見込みは他

社状況による

2239001Fl 陪進堂 アンプロキソール塩腫塩睦 ISmg「YOJ A 

2239001Fl 間角散 ムコプリン錠15mg
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区分 般名 YJ9 観格 ・単位 ’H直販売承鹿 製品名 出荷揖現 出宵宮陣且肱出荷骨止の・・
出冒宜ID.I孟幽膏静止の 経遇措置

綱民毘晶＂＇時期 期国

内用車 イトラコナゾール 6290004F2 IOOmgl瞳 小林化工 イトラコナゾール鍵IO 0 [MEE K』 。
6290004F2 日匪工 イトラコナゾールl!lOOmg「日医工j A 

内周車 イルベサルタン 2149046F2 lOOmgl碇 0 Sファーマプロモ イルベサル~ン粧 lOOmg [OSPBJ B 

2149046F2 ケミファ イルペサルタン錠l0 Om •. ［ケミファJ

2149046F2 シオノギファーマ イルベタン碇lOOmg A 
司..晶司・－ ・

瞳石工渇世lJ<の，gーによリ割当にて既存先の
2149046F2 ニプロ イルベサルタン錠lOOmg「ニプロJ A 

敏量を継続供給中
来定

2149046F2 共創未来ファーマ イルベサルタン碇lOOmE 「共t•J来来』 B 

2149046F2 大鹿 イルベサルタン碇10 Om g ［オーハラ』 B 

2149046F2 大日本往左 アパプロ健lOOmg A 

2149046F2 問弁 イルペサルタン錠10 Om g ［サワイ』 A 

際社副遣工織における国造管理および品質管

2149046F2 長生堂 イルベサルタン錠lOOmg「JGJ 。理に問置がないかどうかの網羅的な同査の過
2023'1'06月以陣

担で生産遅延並びに出荷判定の畳耳が発生し

たため．
…ー・ 一・－－一一

2149046F2 来年口聾晶 イルベサルタン註10 0 mg rトーワ』 A 
一定の在庫量の確保が可能となったため幽荷

2021年12月
調盤解除

2149046F2 日匡工 イルベサルタン健10 Om g ［自匡工』 B 

内問聾 イルベサルタン 2l49046F3 200mgl碇 OS77ーマプロモ イルベサルタン碇200mgIDSPBJ B 

2149046F3 ケミ 77 イルベサルタン錠200mgrケミ7TJ

2149046F3 シオノギファーマ イルベタン錠200mg A 

2149046F3 ニプロ イルペサルタン錠200mg「ニプロj A 
曲石工場世見の，zーによリ割当にて既存先の

未定
数量を継闘供給中

2149046F3 共劃未来77ーマ イルベサル声ン腔200mg「共創来来』 A 

2149046F3 大原 イルベサルタン錠200mg［オーハラ』 A 

2149046F3 大日本住友 アパプロ錠200mg A 

2149046F3 問弁 イルベサルタン錠200mgrサワイJ A 

際社製造工喝におItる副進管理および品質管

2149046F3 長生堂 イルベザルタン錠200mg[J GJ 。理に開園がないかどうかの網匝的な同査の過
2022<字国月以陣

岨で生産週匝並びに幽荷判定の週Eが発生し

たため．

2149046F3 東和軍品 イルベサルタン錠200mg「トーワJ A 

2149046F3 日匡工 イルペサルタンli!200mg「日匡工』 B 

内用車 ヱゼチミプ 21B9018Fl !Omgl健 Meファルマ エゼチミプ世！Omg「明治』 A 

2189018FI オルガノン ゼチーア碇！Omg A 

2189018Fl キョーリンリメディオ ヱゼチミプ碇Iomg r杏林J A 

2189018FI サンド ヱゼチミプ鍵！ Omg「サンド」 A 

2189018FI ダイト エゼチミプ碇！OmgIケミファ」 B 
・－ ・・‘・‘ ・4・4・

2189018Fl トーアエイヨー エゼテミプ錠！Omg[TEJ A 

2189018FI ニプロ エゼチミプ錠！Omg「ニプロ」 A 
’ “同刷 ’－・・ ..”’・ー.....

2189018FI フェルゼン77ーマ エゼチミプ綻！OmE「フェルゼン』 A 

2189018FI 共劃未来フア マ エゼチミプ鍵！Omg[KMPJ A 

際社製造所での劃造方議、 製造手順・不備点

2189018FI 共和軍品 エゼチミプ!ti0 mg fアメルJ 0 
検を実絡し、不憎が無い製品、不情の解消が

未定
確置された劃品か勺生産を再開したことによ

る生産量延．

2189018FI 小林化工 エゼチミプ碇！Omg[KNJ 。
2189018FI 第一三共ヱス77 ヱゼチミプ錠lOmg[OSEPJ A 

2189018FI 沢井 エゼチミプ錠！Omg「サワイJ A 

2189018FI 直巳 エゼチミプ碇！ OmgITCKJ A 

2189018FI ’R相車.. エゼチミプ健10 m. rトーワ』 A 
念量な需要精加に伴い．既存先への供給を置

2022年1月
先するため

2189018Fl 日医工 エゼチミプ錠！ Omg『日匡工』 B 

2189018Fl 日続劃聾 エゼチミプ錠！ Omgf日新』 A 

2189018FI 日本ジェネリック エゼチミプ碇！Omg「JGJ A 

2189018FI at田テパ77ーマ エゼチミプ健！Omg「置田テパ』 A 通常幽荷中 （持祉の市喝γz7' lま憧少）

2189018FI 国進ll! エゼチミプ佐lOmg[YDJ A 

弊社製造工場における副量管理および品質管

内用車 エチゾラム ll79025CI 1%1 g II生堂 エテゾラム掴粒1% 「jGJ 0 
理に問圃がないかどうかの網開的な問査の過

来宜
哩で生産遅延盤ぴに出荷判定の量揺が発生し

たため．

1179025CI 図辺三董 デパス細岨1% A 

内用車 エチゾラム 1179025F3 O. 2Smgl錠 サンノーパ エチゾフム錠o.2 5 m g「EMECJ A 

ll79025F3 ヱプロ エチゾラム碇O. 25mg INPJ A 

ll79025F3 メディサ エチゾラム碇O. 2 5 m E「SWJ A 

際社副適所での劃造方産、副造手順・不情点

ll79025F3 共和軍品 ヱ子ゾラム錠O. 2 5 m E「アメルJ 。検を実施し、不備が無い劃晶、不備の解消が
未定

確寵された躯晶かs，生置を再開したことによ

る生度遭I正．

1179025F3 皇講堂 エチゾラム健O 25mg fクエヒロ』

ll79025F3 大原 エチゾラム健0 25mg fオーハラ』 B 

ll79025F3 tii<B エテゾラム鍵0. 2 5 m g「TC KJ A 

ll79025F3 長生堂 エチゾラム鍵0. 2 5 mg [ J GJ A 

1179025F3 鱒原 エチゾラム陸o. 2 5 mg rツルハラJ

ll79025F3 回辺三葺 デパス健o. 2 5 mg A 

1179025F3 東和聾晶 エチゾラム11!0 25mg rトーワJ A 

1179025F3 ‘私 エチゾラム錠0 25m g『フジナガj A 

1179025F3 日匡工 エチゾラム鍵O. 2 5 m g『日匡工』 B 

ll79025F3 日新組車 エチゾラム院O.2 5 mg f目軒」 A 

未定（各社の幽荷開監解除の時間に

1179025F3 置田テパ車品 エチゾラム盤o. 2 5 m g「武田テパ」 A 他社要因による需要地加のため、出荷開聾中 よる｝

聖書庇先魁遣キャパオーパー
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E分 般名 YJ9 規憾 。単位 劃竃E売激震 製品名 出膏普慢 出膏量Pit出荷静止の・・
出荷量聞E棺出膏停止の 瞳遇措置

鯛換皿晶み崎繍 期間

内周車 エナラプリルマレイン瞳塩 2144002Fl 2, 5 mg 1睦 オルガノン レニベース舵2,5 A 

2144002Fl キョーリンリメディオ エナラプリルマレイン随塩鍵z.5 mg f書林j A 割当出荷中

2144002Fl サンド エナラプり＂マレイン霞塩 lt2 Smg「サン ドj A 

2144002Fl サンノーパ エナラプリルマレイン瞳塩lt2 Sm< rEMECJ A 
町一一…・....剛 一 ..... 

2144002Fl ダイト ヱナラプワル守レイン雌塩旋2 Sm E「フソーJ 8 

他社出荷聞置の修ーに伴い代It需要が地加 来定

L.直近で予澗の150～230弘の幽荷となっ 他社の出荷動向によるが、代省需要

2144002Fl 77イザー Zナヲプυルマレイン恒塩竃2 Sm E「77イザーJ c た．製造所も他劃剤の代曾需要が集中してお を補えるほどの担進キャパシティは

り．追加副進ができないと図書があったため 怠い状況．既存顧客向けの幽荷につ

出荷調聾を開拍した． いては2022'手5月以陣は封応可能．

サワイ畠号品の1/20の臨宛放置の為‘同時に
2021/2/12供拍停止司匹前報告．鍵

2144002Fl メディサ エナラプリルマレイン陵塩R2 Smc rMEDJ c 
出荷調整

幽．恒売中止の案内済み． 「サワ

イj/I_号品で代曾放しておリます．

市場シzアが低〈、他社出荷岡聾の，zーによ

2144002Fl 共和軍晶 エナヲプリルマレイン阻塩健2 Sm g「アメル』 A 
り出荷調聾を継続しております．

未定
また、製造キャパシティーが不足しているた

め治産見込みは未定．

2144002Fl 小林化工 エナラプリルマレイン・塩健Z Sm< rME E KJ 0 

2144002Fl 大原 エナラプリルマレイン随塩健2 Sm E「オーハラJ 8 

2144002Fl 沢井 エナラプリルマレイン雌塩健Z Sm a「サワイJ A 

2144002Fl 辰巳 エナラプリルマレイン睡塩健Z Sm g「TCKJ c 販売中止品目 （2020！手6月発幽） 20220331 

2144002Fl 東和軍品 zナラプリルマレイン融塩健2 Smg「トーワj A 
急激な需要増加に伴い、既存先への供給を置

未定
先するため

2144002Fl 日E工ファーマ エナラプリルマレイン腫塩鍵Z Smc rN I kPJ 8 

2144002Fl 自衛担車 エナヲプリルマレイン瞳塩健2, Smg「日新j 0 
一部承臨書と異なる方法で劃遣していること

来宜
が判明したため、副遣を停止している．

2144002Fl 日本ジェネリック ヱナラプリルマレイ y憤楓鍵Z. Sm g「JGJ 0 
畏生堂血盟による自己点検からの劃適量且盤

来宜
ぴに自主回収に伴う出荷停止

需要が増大したため、安宜供給を纏保するた

2144002Fl 日本車工 エナラプリルマレイン・塩’E2, Smg rケミフT』 c めに 未定

出荷闇監を実~

2144002Fl lit田テパ77ーマ エナラプリルマレイン瞳塩鍵2 Sm a『.イヨーJ A 他社要因による需要噌加のため、出荷周E中
未定（各社の出荷調盤解除の時期に

よる）

肉用車 エナラプリル守レイ ン酸塩 2144002F2 Smgl碇 オルガノン レニベース錠5 A 

2144002F2 キーーりyリメディオ エナラプリルマレイン磁塩碇Smg「杏林』 A 割当幽荷中

2144002F2 サン ド 工ナラプりルマレイン随塩錠5m E「サンド』 A 

2144002F2 サンノーパ ヱナラプり＂マ レイy蹟塩itSmg「EME CJ A 

2144002F2 ダイ ト エナラプリルマレイン陸場賞Smg「フソーj 8 

他社幽荷阿亜の・5・に伴い代替需要が噌no 未定

し、直近で予測の150～210%の幽荷となっ 他社の幽荷動向によるが、 代轡需要

2144002F2 77イザー エナラプリルマレイン陸塩鍵Eml r>r＜ザーJ c た．副適所も他製剤の代嘗需要が車中してお を捕えるほどの製造キャパシティは

り‘追加盟進ができないと図書があヲたため ない状況． 既存顧客向けの出荷につ

出荷周畳を開始した． いては2022年5月以降は封応可能．

サワイ置号品の1/20の匝売微量の為、同時に
2021/2/12供桔停止夢前報告・II

2144002F2 メディサ エナラプリルマレイン雌塩健SmgrMEDJ c 幽.Jll売中止の案内済み． 「ザワ
出荷閤藍

イJlil.号晶で托曾致しております．

llJ社製造所での阻途方述、製造手順・不慣点

2144002F2 共和重品 ヱナラプリルマレイ ：.－II塩錠5mg rアメル』 0 
検を実施し、不備が無い劃晶、不備の解消が

来定
確匝された副晶から金庫を再開したことによ

るさ生産量延．

2144002F2 d、休化工 エナラプリルマレイ ン阻塩鍵Smg「MEE KJ 。
2144002F2 大原 エナラプリルマレイン瞳塩健Smg「オーハラJ 8 

2144002F2 沢井 エナラプリルマレイン政塩提Smg rサワイJ A 

2144002F2 辰巳 ヱナラプリルマレイ ン瞳塩健SmE「TC KJ c 臨売中止品目 （2020年6月発出） 20220331 

2144002F2 車和S廃品 エナラプリルマレイン限場錠Smg「トーワ」 A 
一定の在庫量の確保が可能となったため出荷

2021与12月
同盟解除

2144002F2 日匡工アアーマ エナヲプリルマレイン瞳塩健Sm E「NI k P J 8 

2144002F2 日新担車 ヱナラプリルマレイン酸塩健Smg「日新」 A 

2144002F2 日本ジェネリック エナラプリルマレイン酷塩錠Smg「JGJ 0 
長生盆型車による自己点検からの副遭遇延並

5仮定
ぴに自主回収に伴う出荷停止

2144002F2 日本軍工 エナラプりルマレイン.塩民SmE「ケミ7TJ 8 

2144002F2 武田テパ77ーマ ヱナラプり＂マレイ ン.塩lt5m' rタイヨーJ A 他社要因による需要綱加のため、出荷閤盤中
未定（各社の出荷開盤解除の時期に

よる｝
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E分 一般名 YJ9 規格 単位 副造販売承R! 製品名 出荷揖視 幽膏宜陣lllt出荷’止の・・
出膏宜陣Z隊出膏停止の 瞳過f昔置

解鶴見晶..聞刷 踊阻

内用車 エナフプリルマレイン敵塩 2144002F3 1Omg1健 オルガノン レーベース錠10 A 

2144002F3 キョーリンリメディオ エナラプリルマレイン.塩健lOmg「杏林」 A 割当出荷＂＇

2144002F3 サンド 工ナラプリルマレイン阻塩貧 lOm g rサンド」 A 

2144002F3 サンノーパ エナラプリル守レイン阻塩鍵lOm• rEMECJ A 
”’··~ ...占l 同日 目 .....・..・.....田町‘

2144002F3 ダイ ト エナラプリルマレイン瞳塩貧 lOm 1 rフソーJ B 
‘・．．”・・1

他社幽荷周監の膨ーに伴い代管需要が湖加 来宜

し、直近で予測の140～170%の出荷となっ 他社の出荷動向によるが、代嘗需要

2144002F3 77イザー エナラプリル？レイン瞳塩提lOmg『ファイザーJ c た．副造所も他製剤の代曾需要が集中してお を補えるほどの盟遺キャパシティは

り、追加劃遣ができないと回菩があったため ない状況．既存顧客向けの幽荷につ

出荷調聾を開拍した． いては＇＂＇＂手 5月以降は対応可能．

サワイ置号晶の1/20の匝売敵量の為‘同時に
2021/2/12供枯停止事前線告．提

2144002F3 メディサ エナラプリルマレイン陸塩健 ！ Om• rMEDJ c 
出荷間建

出．匝売中止の案内済み． 「サワ

イ」置号品で代嘗致しております．

市渇シェアがII≪、他社幽荷周Eの彫曹によ

2144002F3 共相軍品 エナラプリルマレイン融塩鍵！Omg「アメル』 A 
り出荷調聾をlllll!しております．

未定
また、製造キャパシティーが不足しているた

め治産見込みは未定．

2144002F3 小林化工 エナラプリル守レイン瞳塩鍵!Omg「MEEKJ 0 

2144002F3 大胆 エナラプりルマレインIt目llUOma「オーハラj 0 
2021年11月末の弊社受託先物潟センターの火

2022年 3月下旬
到の膨曹

2144002F3 沢井 エナラプリルマレインll塩鍵！OmE「サワイ」 A 

2144002F3 !XB エナラプリルマレイン限塩健！Omg「TC KJ 0 販売中止品目 （2020•日月発幽｝ 20220331 

2144002F3 東和軍品 ヱナラプリルマレイン瞳塩鍵 ！Omg「トーワ」 A 
愈敢な需要相加に伴い、既存先への供給を置

未定
先するため

2144002F3 日匡エファーマ エナラプリルマレイン...健!Om＜「NI k PJ B 

2144002F3 日新劃聾 エナラプリルマレイン融塩賞IOmg r日新j A 

2144002F3 日本ジェネリック エナラプリルマレイン阻塩錠I0 mg r J GJ A 

2144002F3 日本軍工 Z ナラプリルマレイン圏直塩健lOmg『ケミ 77J B 

2144002F3 武田テパ77'--:t エナラプリル？レインIt塩IUOmE『タイヨー』 A 通常幽荷中
. 

内用車 エピナスチン塩.塩 4490014F2 20mgl院 キーーリンリメディオ ヱピナスチン塩障塩鍵20mgf杏株』 A 割当幽荷中

4490014F2 シオノ エピナスチン塩雌塩院20mg[SNJ c 国造’委託先の副遣停止による岨埠置躍のため 2022年10月噴見込み

4490014F2 ダイト エピナスチン塩敵塩錠2omgrcEOJ B 

未定

他社の幽荷動向によるが‘代嘗需要

他社出荷鴇聾の・8・に伴い代替需要が期加し を捕えるほどの割遣キャパシティは

4490014F2 ファイザー エピナスチン塩敵塩錠20mg『フ？イザー」 c 
た．製造所も他盟剣の代曾需要が集中してお ない状況．既存顧客向けの出荷につ

り、追加国造ができないと図書があったため いてli2022年7月以陣は対応可能．

出荷周建を開始した． 冨造キャパシティの改善については

2022年10月以陣増産が可能になる見

込み．

4490014F2 岩織 エピナスチン塩陰趨鍵20mg 「イワキ」 A 

弊社副造所での劃造方法．製造手周囲・不備点

4490014F2 共和聾晶 塩憧エピナスチン碇20mg 「アメルJ 。検を実施し、不備が無い劃品‘不惜の解消が
来宜

確置された劃晶かb生産を再開したことによ

る生産量証．

4490014F2 調弁 ヱピナスチン塩限塩錠 20mg「サワイ』 A 

4490014F2 !XB エピナスチン塩融塩健20mgrrcKJ A 

際社副造工渇における国造管理および品質管

4490014F2 畳生堂 エピナスチン塩酸塩錠2Omg [ J GJ 。理に問題がないかどうかの輯属的な岡査の過
2022年四月以降

睡で生霊遅延並びに出荷判定の遍耳が発生し

たため．

4490014F2 東和軍晶 エピナスチン塩Ill塩ll!20mg 「トーワ」 B 
自社他血剤との生産計画関量の兼ね合いによ

未定
る生産遅延のため

4490014F2 日匡工 エピナスチン塩酸塩鍵 20mg「日匡工」 0 富山第一工喝業楊停止の膨ー 未定（グループ会社量置成分で対応｝

44900］ト4F2 自新副聾 エピナスチン塩融塩碇20mgf臼新j A 

4490014F2 日本ベーリ ンガー アレジオン1:120 A 

4490014F2 日本軍工 エピナスチン塩敵塩錠20mg 「ケミ 77] B 

4490014F2 武田テパファーマ エピナスチン塩敵塩錠20 mg rテパJ A 他社要因による需要鳩加のため．出荷閥盤中
来定（各社の幽荷開盤解除の時期に

よる）

4490014F2 陪進堂 エピナスチン塩融塩健20m1fYDJ A 

内周車 エベリゾン塩慣塩 1249009FI SOmgl健 あすか魁車 エペリゾン塩瞳省11150 m g「あすか』 A 

1249009Fl エーザイ ミオナール置SOmg A 

1249009Fl ニプロ ヱペリゾン塩費量纏碇SOmgrNPJ A 
他社出荷開聾の彫’によリ割当にて既存先の

未定
敏量を継韓供給中

1249009Fl 旭化庇フ 7・ーマ エベリゾン塩破塩錠SOmg「旭化庇』 B 

1249009Fl 共和軍晶 エベリゾン塩敵塩・！50 m g 「アメル』 0 
廟聾副適殴備でのトラプルによリ、受庇劃造

2022'手6月頃
所での生産が国通量i正しているため．

1249009Fl 
’ー エペリゾン塩砲塩健50mg rKOJ A 

1249009Fl 辰巳 エベリゾン塩厳塩舵Somg 「Tc K』 B 

1249009Fl 鶴廟 エペリゾン塩阻塩世SOmg 「ツルハラJ

1249009Fl 東和軍品 エペリゾン塩陸塩錠Somg 「トーワI B 
自社他劃剤との生産計画開亜の型軽ね合いによ

来定
る生産量延のため

1249009Fl 日匡工 エベりゾン塩融塩舵Somg 「日匪工』 c 他社の供給状況不安定の膨’ 2023年Z月頃

1249009Fl 日新劃聾 エペリゾン塩政塩睦50 mg r白紙」 A 

1249009Fl 京国テパ77ーマ エベリゾン塩瞳塩舵 SOmg 「テパ」 0 廟量供給の遅延 2022'李2月に供給再開予定

内用車 エルデカルシトール 3112006Ml O. 5 μ g Iカプセル 沢井 エルデカルシトールカプセル0 5 μ＇「サワイJ A 

3112006Ml 中外 ヱディロールカプセルo. 5 μ' A 

3112006Ml 日匡工 エルデカルシトールカプセル0 5 μ' f目匪工J A 

3112006Ml ヨ足利目医晶 エルデカルシトールカプセル0 ＇＂＇ 『トーワj A 
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区分 鍛名 YJ9 続絡 i単位 製造店売承罷 阻品名 出荷揖混 出膏宜鳳JI.la幽膏帽止の・由
出膏童鳳JI.la由膏静止の 瞳遇措置

1111鳥見也み時畑 期阻

内用車 オランザピン 1179044Cl I% I g Mol)IS•lk• オランザピン掴粒1%「明治』

1179044Cl イーライリリー ジプレキサ細粒1% A 

1179044Cl キョーリンリメデ4オ オランザピン個粒1%「杏休』 A 

l179044Cl ニプロ オランザピン個粒！%「エプロ」 A 
｛同士幽荷聞!IIの彫曹によリ割当にて既存S'Cの

未定
数量を継聴供給申

他社幽荷岡置の・i•によリ劃当にて既存先の
． 1・旬 ， ， ， e’.. .. 

1179044Cl ニプロESファーマ オランザピン細位1% rヨシトミJ A 
数量を継続供給申

来定

他社出荷開亜の・5・1こ伴い代曾需要が噌加
来宜

し、直近で予測の170-240%の出荷となっ
他社の幽荷動向によるが、代嘗需要

を補えるほどの劃遣キャパシティは
1179044Cl マイラン オランザピン細胞1% 『ファイザーJ c た．製造所も他盟耐の代替需要が集舗やしてお

ない状況．既存顧客向けの出荷につ
り、追加国遣ができないと回答があゥたため

幽荷罵Eを開始した．
j.;-1:且週~年M以降は問固なく対

応可能．

l!J社製造所での劃造方法、製造手順・不備点

1179044Cl 共和軍晶 オランザピン掴粒1% rアメル』 。畿を実施し、不備が無い製品、不備の解消が
未定

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．

1179044Cl 高図 オランザピン掴位l略「タカタJ B 

1179044Cl 大廟 オランザピン掴担1% 「オーハラ』 D 
2021年11月末の際社受託先物斑センタ の火

未定
見の・5曹

1179044Cl 第一三共エス77 オランザビン細粒1%「DSEP J A 

1179044Cl R弁 オランザピン個位1% 「サワイ」 A 

1179044Cl 東和軍品 オランザピン個粒！%「トーワ」 B 

1179044Cl 日匡工 オランザピン細位1% 「日医工」 D 富山第 工場業務停止の.，. 2022'手目月

1179044Cl 日新製車 オランザピン個位1% 「日新」 A 

内周車 オランザピン 1179044Fl 2. 5 mg I碇 M, I) IS• I k< オランザピン錠2,5 m g「明治J

1179044Fl イーライリリー ジプレキサ健2 Smg A 

1179044Fl エルメッド オランザピン錠2 Smg [EEJ D 
委託製造所の贋織による自主回収 （1/31・

なし
手）

1179044Fl キ，ーリyりメディオ オランザピン健2,5 mg『杏林』 A 割当出荷中

1179044Fl ダイ ト オランザピンlil2. 5 mg rファイザーJ 自

1179044Fl ニプロ オランザピン錠Z 5 mg rニプロ』 A 
他社出荷Rlllの膨曹により割当にて厩存先の

来E
聖女量を細血瞳供給申

1179044Fl エプロ ESファ＿..，.オランザピン健2, 5 mg fヨシトミ』 A 
他社出荷揖鐙の膨曹によリ割当にて既存先の

未定
般量を継続供給ゆ

際社製造所での型車方法、副造手廟・不0・点

1179044Fl 共和軍晶 オランザピン院E Sm g「アメル」 A 
検を実施し、不備が無い岨晶、不備の解消が

2022盗事12月
確認されたE品から生産を再開したととによ

る生産遅延．

l179044Fl 三和化学 オランザピン院2, 5 m g「三相』 A 他社幽荷聞置に伴う鱒要t・ 5長宜

1179044Fl 小林化工 オランザピン佐2 Sm g「KNJ D 

1179044Fl 大原 オランザピン院2 Sm g「オーハラ」 B 

l179044Fl 第一三共エス 77 オランザピン錠2 Sm g「DSEP J A 

1179044Fl 沢鉾 オランザピン錠2, Sm g「サワイJ A 

1179044Fl 東和軍品 オランザピン錠2 Sm g「トーワ」 A 

1179044Fl 日匡工 オランザピン錠2 Sm E「日lli:I」 D 富山第一工喝 業務停止の彫’ 2022年10月

1179044Fl 日新製葺 オランザピン綻2. Sm g「日新」 A 

物涜センター火姐による在庫消失
1179044Fl 日本ジェネリック オランザピン錠2 5mg r) G』 A 

他社の幽荷関量
来宜

l179044Fl 武田テバファーマ オランザピン錠2 Sm E「テパ』 A 通常幽荷中

1179044Fl 問進堂 オランザピン碇2 Sm g「YDJ A 

内用車 オランザピン 1179044F2 5mgl錠 Mo I 1』S•I k a オランザピン1!5m g「明治j

1179044F2 イーライリリー ジプレキサ錠Smg A 

1179044F2 エルメッド オランザピン錠Smg「EEJ D 
受匠盟進丹野の廃業による自主回収（1/31.

なし
手｝

l179044F2 キョーり yリメディオ オランザピy碇Smg「杏休j A 割当幽荷中

1179044F2 ダイト オランザピン佐Smg「ファイザーJ B 

1179044F2 ニプロ オランザピン健Smg「ニプロ」 A 
他社出荷偶置の彫ーによリ割当にて厩存先の

未定
敏量を継続供給中

l179044F2 ニプロ ESフTーマ オランザピン錠 5mg「ヨシト ミJ A 
他社幽荷開鐙の膨曹によリ割当にて厩存先の

来宜
敏量を継続供給中

w社製造所での製造方法、副追手順・不備点

1179044F2 共和軍晶 オランザピン錠 Smg「アメルJ A 
倹を実施し、不備が無い担晶、不備の解消が

2022年12月
確認された劃品から生＆を再開したととによ

る生産遅延．

1179044F2 三相化学 オランザピン錠5mg f三租j A 他社出荷同窓に伴う需要ゆ 来定

1179044F2 ＇）ゆ本化工 オランザピン蛭5mg [K N」 。
1179044F2 大原 オランザピン錠 Smg「オーハラJ c 

2021年11月末の陣社受託先物置センターの火
未定

民の彫ー

1179044F2 第一三共エス 77 オランザピン錠 Smg「DSEP J A 

1179044F2 沢井 オランザピン錠 Smg「サワイJ A 

l179044F2 ’回目車晶 オランザピン碇 Smg「トーワ」 A 

1179044F2 日匡工 オランザピン腔Smg「日匡工」 D 富山第ー工喝業務停止の・5・ 2022年四月

1179044F2 日新副車 オランザピン錠Smg「日新」 A 

1179044F2 日本ジェネリック オランザピン碇Smg [ J GJ A 
物流センタ 火見による在庫消失

来定
他社の出荷国聾

1179044F2 京国テパ77－マ オランザピン健 5mgfテパ」 A 通常出荷中

1179044F2 陣進堂 オランザピン健 smgrv DJ A 
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E分 一般名 YJ9 規裕 ・単位 創造厳売承II! 岨品名 出膏碑視 出膏宜陣Z他出荷惇止の．． 
出膏量陣Jtlt幽膏停止の 瞳過措置

解量鳥島晶＂崎周 期限

内用車 オフンザピン 1179044F3 lOmgl健 Mol)ISolko オフyザピン鍍lOmg 「明治」

1179044F3 イーライリリー ジプレキサ錠 lOmg A 

1179044F3 エルメ γド オランザピン鍵lOmg [EEJ 。委託副造所の廃業による自主回収（1/31清
なし

手）
回一.. 崎・ー・E 晶凶...

1179044F3 キ昌一リンリメディオ オランザピン碇lOmg 「沓4本」 B ’l当幽荷中

11J9044F3 
・ ＋・ .. .. ，・ー．

オランザピン綻lom g 「ファイザー』 B ダイト
..・...・・・・・・・t

他社幽荷閥盤の彫’により割当にて既存9もの
1179044F3 ニプロ オランザピン錠 lOmg 「ニプロJ A 

数量を継続供給中
5仮定

ll79044F3 ニプロ ESファーマ オランザピン錠10 mg rヨシトミj A 
他社幽荷開監の膨’によリ割当にて眠存先の

未定
敏量を継続供給申

OJ社製造所での製造方港、製辺量手周・不惜点

1179044F3 共和軍晶 オランザピン錠！ OmE『アメル』 A 
畿を実施し、不備が無い副品、不備の解消が

2022年lZ/l
確II!された魁晶から生産を湾聞したことによ

る生度遅延．

1179044F3 三和化学 オランザピン健！ Omgf三組j i. 他社出荷開鐙に伴う需要地 未定
ー

11790判同 小林化工 オランザピン錠lOmg [KNJ D 

ll79044F3 大原 オランザピン錠 10 mg rオーハラj B 

ll79044F3 第一三共エス77 オランザピン院！ Omg [DSE P」 A 

ll79044F3 況弁 オランザピン錠！Omgfサワイ」 A 

1179044F3 東和軍品 オランザピン院1Om g ［トーワJ A 
急置な需要地加に伴い、厩存先への供給を置

先するため
2022年1月

1179044F3 臼匡工 オランザピン錠！ Omgf日匡工』 D 富山第工緬覇権擁停止の，~· zozz•李09月

1179044F3 日新製耳障 オランザピン睦！Omg「日新j A 

ll79044F3 日本ジェネリック オランザピン健！ Omg「JGJ A 
物班センター火虫による在庫消失

未定
他社の幽荷岡E

llf9044F3 武田テパファーマ オランザピン睦！ Omg 「テパJ A 通常幽荷中

1179044F3 闇進堂 オランザピン陸lOmg [YDJ A 

内用車 オランザピン l179044F8 Z Om el健 エルメ ッド オランザピン睦ZOmg[EEJ D 
安既製造所の廃寮による自主回収 (1/31翁

なし
手｝

弊社製造所での担途方峰、製造手順・不0・点

1179044F8 共和軍晶 オランザピン佐z0 mg rアメルJ A 
畿を実施L.不備が無い劃品．不備の解消が

2022年lZ月
確毘された劃晶から生産を再開したことによ

る生産運Ji.

ll79044F8 ＇）ゆ判t工 オラ Yザピン睦ZOmg[KNJ 。
内用車 オルメサルタン メドキソミル Zl49044FI I Omg U! キョーりYりメディオ オルメサルタン錠！ Omg 「杏林』 A 

Z149044FI ケミ7ア オルメサルタンII'!Om g 「ケミ77J

Z149044FI ニプロ オJレメサルタン綻 lOmg 「ニプロj D 鏡石工喝世史の・5ーによリ自終結停止中 来宜

Zl49044FI 小林化工 オルメサルタン腔！ Omg [KNJ D 

ZOZl年11月末の狩祉餐託先物斑センターの火
Zl49044FI 大原 オルメサルタン錠！ Omg 「オーハヲ」 c 

出の影．
未定

Z149044FI 辰巳 オルメサルタン錠 lOmg 「Tc K』 A 

Z149044FI ．． 原 オルメサルタン鍵lOmg 「ツルハラ」

Z149044FI 日E工 オルメサルタン睦！ Omg 「日匡工j B 

2149044FI 日新製車 オルメサルタン健！ Omg 「日新」 A 

Zl49044FI 日本ジェネリック オルメサルタンlt!Omg「jGJ A 

Zl49044FI 臼本車工 オルメサルタン鍵！ Omg 「三和』 A 

Zl49044FI 陶進量 オルメサルタン錠！ Omg 「YDJ B 

内用車 オルメサルタン メドキソミル 2149044F2 20mg l睦 キョーりンりメディオ オルメサルタン睦20mg 「杏林』 A 割当幽荷中

2149044F2 ケミフ7 オルメサルタン鍵ZOmg 「ケミ77J

2149044FZ ニプロ オルメサルタン蛇20mg 「ニプロ』 D 鏡石工繍世史の彫曹によリ自民胎停止ゆ 未定

2149044F2 -iゆホ化工 オルメサルタン瞳20mg 「KNJ D 

2149044F2 大原 オルメサルタン錠ZOmg 「オーハラj B 

2149044F2 辰巳 オルメサ，.~ン錠 ZOmg 「TC KJ 
・一

A 

2149044F2 ．． 原 オルメサルタン錠ZOmg 「ツルハラ』

2149044F2 目匡工 オルメサルタン旋20mg 「目匡工j 自

2149044F2 日新型車 オルメサルタン盤20mg 「日新』 A 

2149044F2 日本ジェネリック オルメサルタン睦ZOmg 「JGJ A 

2149044F2 日本軍工 オルメサルタン鍵ZOmg 「三相j A 

2149044F2 陽堪堂 オルメサルタン錠ZOma「YDJ 日

内用車 オルメサルタン メドキソミル 2149044F3 Smgl旋 キ且ーリ yリメディオ オルメサルタン碇Smg「杏林』 A 割当出荷中

2149044F3 ケミファ オルメサルタン碇Smg ［ケミ 77J

2149044F3 ニプロ オルメサルタン睦Smg ［ニプロ』 D 盟石工渇鐙盟の，gーによリ供給停止中 未定

市場YLアがi丘〈、他社幽荷聞置の影曹によ

2149044F3 共和軍晶 オルメサルタンltSmg ［アメル」 A 
り幽荷国聖を総脱しております．

未定
また、製造キャパシティーが不足しているた

め楢;r見込みは来ir.

2149044F3 小林化工 オルメサルタγ控Sm< [KNJ D 

2149044F3 大原 オルメサルタン錠 Smg『オーハラJ B 

2149044F3 辰巳 オルメサルタン桂5m < [TC KJ B 

2l49044F3 .原 オルメサルタン鍵SmE「ツルハラ』

2149044F3 臼匡工 オルメサルタンltSm E「日匡工j B 

2149044F3 日新製車 オルメサルタン院SmE「日新J A 

2149044F3 日本ジェネリ γク オルメサルタン錠Smg「jGJ A 

2149044F3 日本車工 オルメサルタン睦Smg「三和j A 

2149044F3 掴造量 オルメサルタ Y錠 SmE「YDJ B 

内周車 オルメサIv~ ン メドキソミル 2149044F4 4 0 mg 1佐 キョーりンリメディオ オルメサルタン錠40 m. r杏林j A 割当幽荷中

2l49044F4 ケミフ 7 オルメサルタンft40mE「ケミフ 7J

2149044F4 エプロ オルメサルタン錠40mg「ニプロJ D 鏡石工喝世民の，g，によリ供桔停止中 未定

市4・シェアが低〈、他社出荷同盟の彫ーによ

2149044F4 共和軍属 オルメサルタン錠40mE「アメ1vJ A 
り幽荷間置を継続しております．

来宜
また、製造キャパシティーが不足しているた

め精査見込みは未定．

2149044F4 小林化工 オルメサルタンft40mg [KNJ 。
2149044F4 大原 オルメサルタン鍵40mg 「オーハラj D 

2021年11月末の傍祉餐庇先物斑センターの火
来E

誕の・5・

2149044F4 直巳 オルメサルタン韓40mg 「Tc KJ A 

2149044F4 ．． 原 オルメサルタン健40mg 「ツルハラj

2149044F4 自匡工 オルメサルタン碇40mg 「日匡工j 日

2149044F4 日新型車 オルメサルタン碇40mg 「日新』 A 

2149044F4 日本ジェネリック オルメサルタン錠40mg 「JGJ A 

2149044F4 日本軍工 オルメサルタン碇40mg 「三刊』 A 

2149044F4 掴進堂 オルメサルタン碇40mg 「YDJ 自
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区分 規織 。単位 割途E売承毘 岨品名 出荷曽偲 出膏茸鳳旦幡出膏静止の・由
出膏輩”JI.It幽膏停止e 瞳過織置

ー鍛名 YJ9 
鯛隣見也み時期 期限

内用車 オルメサルタン メドキyミル 2149044F5 lOmgl碇 OD睦 エルメ γド オルメサルタンOD健lOmE「EEJ A 

2149044F5 キョーリンリメディオ オルメサルタンOD鍵 lOmg「谷株』 A 

2149044F5 ニプロ オルメサルタンOD綻lOmg「ニプロ」 A 
他社出荷国艶の，gーにより割当にて既存先の

未定
数量を継幌供給＇＊＇

他社幽荷調整の彫曹に伴い代曽需要が滑加

し、直近で予澗の140～240%の幽荷となヲ
2022年6月以陣は在庫確揮できる見

2149044F5 マイラン オルメサルタンOD錠lOmg「ファイザーj c た．副造所も他劃剤の代曾需要が集中してお

り、追加盟過ができないと回答があったため
込み．

出荷周聾を開始した．

市喝シェアが低〈、他社出荷聞亜の彫曹によ

2149044F5 共和軍品 オルメサルタンOD錠！ Omg 「アメル』 D 
リ幽荷聞置を継続しております．

未定
また、劃遣キャパシテ4ーが不足しているた

め＂重見込みは朱定 ．

2149044F5 小休化工 オルメサルタンOD錠 1Omg fKNJ D 

2149044F5 大廟 オルメサルタンODIUOm g 「オーハラ』 B 

2149044F5 第ー三共 オルメテック OD鍵！ Omg A 

2149044F5 第一三共エス77 オルメサルタンOD睦！ Omg 「DSEP J A 

2149044F5 況弁 オルメサルタンODli'l 0 m g 「サワイJ A 

2149044F5 東和車品 オルメサルタンOD錠！ Omg 「トーワj A 
急置な需要増加に伴い既存先への供枯を置

未定
先するため

2149044F5 日匡工 オルメサルタンOD院！ Omg「日匡工J 。富山第一工細業機修止の，~· 20221手11月

2149044F5 日本ジェネリック オルメサルタンOD錠lOmg「JGJ B 
物流センター火皿による在庫消失

未定
他社の出荷聞置

内用車 オルメサルタン メドキソミル 2149044F6 20mgl碇 OD睦 エルメ γ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J A 

2149044F6 二プ口 オルメサルタ ンOD~20m g「ニプロJ A 
他社出荷調艶の膨曹によリ割当にて既存先の

未定
敏量を継続供給中

他社幽荷開置の修ーに伴い代嘗需要が湘加

し、直近で予測の160-210%の幽荷となっ
2022•手6月以陣は在庫確保できる見

2149044F6 マイラン オルメサルタンOD錠20mg『77イザー」 c た．割盗用も他担割の代省需要が集中してお

リ、追加盟遣ができないと回答があったため
込み．

出荷同車を開始した．

市場シェアが低〈、他社出荷同盟の彫曹によ

2149044F6 共和軍品 オルメサルタン00健20mgfアメルj 0 
リ幽荷四重を線臆しております．

来E
また、製造キャパシティーが不足しているた

め治産見込みは未定．

2149044F6 小林化工 オルメサルタンDD錠20mg fKNJ 0 

2149044F6 大鹿 オルメサルタンOD睦 20mg 「オーハラj B 

2149044F6 第一三共 オルメテック OD健20mg A 
“..’ h ’4・”・a ”M

2149044F6 第一三共エス77 オルメサルタン DO錠20mg 「DSEP J A 

2149044F6 沢井 オルメサルタンOD睦20mg 「サワイJ A 

2149044F6 東和軍晶 オルメサルタン DO錠 20mg 「トーワ』 A 
急散な需要構加に伴い、既存先への供給を置

未定
9もするため

2149044F6 日匡工 オルメサルタンDO錠 20mg 「自匡工』 0 富山第ー工場集務停止の膨’ 2022'手10月

2149044F6 日本ジェネリック オルメサルタンO0~20mg 「 1 GJ B 
物置センター火民による在庫消失

未定
他社の幽荷国聾

内用車 オルメサルタン メドキソミル 2149044F7 40mg l錠 ODii! エルメ ッド オルメサルタン00錠40mg 「EE』 A 

2149044F7 キョーりンリメディオ オルメサルタンOD院40mg 「杏林』 A 

2149044F7 ニプロ オルメサルタンO011!4 0 m g 「ニプロ』 A 
他社出荷聞置の，z，によリ側当にて厩存先の

来宜
数量を継続供給申

他社出荷開Eの彫’に伴い代曾需要が噌加

し、直近で予i聞の180-300%の出荷となっ
2022!事5月以陣は在庫健保できる見

2149044F7 マイラン オルメサルタンOD錠40mg「ファイザー』 c た．製造所も他担割の代曾需要が集中してお
込み．

リ．追加劃進ができないと図書があヲたため

出荷珂聾を開始した．

2149044F7 小林化工 オルメサルタンODll!40mg「KN』 0 

2149044F7 大原 オルメサルタンOD誼40mg「オーハラ』 A 

2149044F7 第三共 オルメテγクOD岐40mg A 

2149044F7 第一三共エス77 オルメサルタンOD錠40mg 「DSE P』 A 

2149044F7 沢井 オルメサルタン DO錠40mg 「サワイ』 A 

2149044F7 東和軍晶 オルメサルタンOD院40mg 「トーワJ B 
自社他量刑との生産計画同監の策ね合いによ

来宜
る生産遅延のため

2149044F7 日匡工 オルメサルタンOD錠40mg 「日E工』 。富山第一工場業務停止の舵’ 2022年12Jl

2149044F7 日本ジェネリック オルメサルタン DOll!40mg「IGj B 
物lllセンター火班による在篤消失

来定
他社の幽荷岡聾

内用車 オルメサルタン メドキソミ，. 21490糾問 Smgl錠 DO陸 エルメ ッド オルメサルタン00錠 5mg fE E』 A 

2149044F8 ニプロ オルメサルタンOD健SmgrニプロJ A 
他社出荷潤監の，g，によリ割当にて既存先の

未定
敏量を継盟供給中

2149044F8 マイラン オルメサルタンOD睦 Sm＆ 「77イザー』 B 

2149044F8 小林化工 オルメサルタンOD鍵 Sm且「KNJ 0 

2149044F8 第一三共 オルメテック OOll!Sm& A 

2149044F8 第一三共エス77 オルメサルタンDD匝 Smg「DSEP J A 

2149044F8 問弁 オルメサルタンDO錠 Smg 「サワイJ A 

2149044F8 東和車晶 オルメサルタンOD睦5巾g 「トーワ』 A 

2149044F8 日匡工 オルメサルタン0 Dli!Sm g 「目医工J B 

内用車 カルパマゼピン l139002Cl 50%1g サンフ ァーマ ァグレトール細粒50% B 

際社製造所での劃造方法、魁遣手順・不情点

1139002Cl 共和軍品 カルパマゼピン細担50% 「アメルJ 0 検を重篤したところ、当局掴罰が必要である 未定

事業を種目放しました．相践を湯槽中です．

l139002Cl 班永 カルパ？ゼピン細位SO%「フジナガ』 A 
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区分 一般名 YJ9 規格 I単位 劃車販売最匝 製品名 出膏続混 幽膏宜陣JI.Ii出膏停血の・由
出膏童陣且棺幽膏樽止a 腫遇措E

’S鳥見極み時期 期限

内周車 カンデサルタン シレキセチ，. 2149040Fl 2mgl綻 Mol)ISolko カyデサルタン錠2mg『明治J

2149040Fl あすか型車 カンデサルタン錠2mg『あすか』 A 

2149040Fl ヱルメーyド カンデサルタン鍵2mgfEEJ D 
安眠製造所の廃業による自主回収（I／到着

なし
手）

同 l ’”’＿.. ・＿.......山田町 M ••• , .. 

2149040Fl キョーりyリメディオ カンデサルタy院2mg f谷林』 A 

2149040Fl ケミフ？ カンデサルタン錠2mg「ケミ7ァ」
同制’....川崎 .... , .. 

2149040Fl サンド カyデサルタン睦2mg 「サンドJ A 
－・・・ 陣e蜘

2149040Fl ンオノ カyデサルタy鍵Zm z「科研」 D 現在、車価削除手鞭きゅ

2149040Fl ニプロ カンデサルタン睦2m g 「ニプロ』 A 
鏡石工渇世提の，zーによリ割当にて既存免の

未定
歓量を継続供給中

2149040Fl ニプロ E577ーマ カンデサルタン院2m< fタナベj A 
他社出荷聞畳の膨’によリ劃当にて既存先の

未定
数量を総鏡供給＜！＞

2149040Fl マイラン カンデサルタン錠2mg「77イザー」 D 2021年8月販売中止済み 2021'手8月匝売中止済み 20220331 

2149040Fl 共割未来77ーマ カンデサルタン1@2mgfFFPJ A 

弊社副造所での製造方浩、副遣手順・不情点

2149040Fl 共和聾品 カンデサルタン1@2mg 「アメル」 。後を実施し、不備が無い副晶、不備の解消が
未定

習室毘された製品から金if:を再開したことによ

る生産適量．

2149040Fl 三和化学 カンデサルタン匝2mg 「三和」 A 他社幽荷四畳に伴う需要増 朱宜

2149040Fl 小林化工 カンデサルタン眠2mg fK N」 D 

2149040Fl 大原 カンデサルタン錠2m g「オーハラJ B 

2149040Fl 第一三共エス77 カンデサルタン健Zm E「DSEP J A 

2149040Fl 沢井 カンデサルタン錠2mg「サワイ』 A 

2149040Fl !<B カンデサルタン睦2mE「TC KJ A 

2149040Fl －・車 カンデサルタン瞳2mg「ツルハラ」

2149040Fl 京将軍品 カンデサルタン碇2mE「トーワJ A 
急融な需要増加に伴い、既存先への酷桔を畳

来定
先するため

2149040Fl 日医工 カンデサルタン置2mg r日匡工J 。富山第工喝采麟停止の.i• 未定（グループ全社重檀戚分で対応｝

2149040Fl 日新型l1! カンデサルタン錠Zm E『日新J A 

2149040Fl 日本ジェネリ γク カンデサルタン健2mg f J GJ A 他社の幽荷調聾 未定

2149040Fl 武田テパ77ーマ カンデサルタン健2m g「テパ」 A 他社要因による需要綱加のため、幽荷問E中 2022年2月に通常出荷再開憤酎中

2149040Fl 震田テパ車晶 プロプレス錠2 A 通常幽荷中

2149040Fl 隠避堂 カンデサルタン健Zm E「YDJ A 

内周車 カンデサル~ン シレキセチル 2149040F4 12mg l睦 M・II IS• I k・カシデサJヤタン錠12mg「明治J

2!49040F4 あすか製車 カンデサルタン錠12mg「あすかJ A 

2149040F4 エルメッド カンヂサルタン錠 12mg「EEJ 。受託劃適所の廃業による自主回収 0/31•
なし

手）

2149040F4 キョーリyリメディオ カyデサルタン碇12mg「杏林」 A 

2!49040F4 ケミ 77 カンデサルタン碇12m g「ケミ 77J

2149040F4 サン ド カンデサルタン健 l2mg「サン ド』 A 

2149040F4 シオノ カンデサルタン鍵12mg「科研」 D 現在、車価削除手続きゅ

2149040F4 ニプロ カンデサルタン碇 12mg「ニプロ』 A 
鏡石工渇俊民の影曹により割当にて既存先の

来定
微量を継銃供給中

2149040F4 エプロ E577ーマ カンデサルタン錠 12mg「タナベ』 A 
他社幽荷開盤の彫ーによリ割当にて眠存先の

来宜
数量を継続供給中

2149040F4 マイラン カンデサルタン碇 12mg「77イザーj 。2021年8月匝売中止済み 2021'手8月匝売中止演み 20220331 

2149040F4 共副来来77ーマ カンデサルタン錠12mg「FF p J A 

勝社副適所での製造方棒、製造手順・不備点

2149040F4 共和軍晶 カンデサルタン院 12mg「アメ1"J 。検を実錯し、不備が無い劃晶‘不帽の解消が
未定

確寵された劃晶かb生置を丙聞したことによ

る生産置躍．

2149040F4 三和化学 カンデサルタン錠12mg「三和」 A 他社幽荷聞置に伴う需要柵 来定

2149040F4 小林化工 カンデサルタン碇12mgfKNJ D 

2149040F4 大原 カンデサルタン健 12mg「オーハラ」 包

2l49040F4 第一三共ヱスファ カyデサルタン睦l2mg「DSEP J A 

2149040F4 沢井 カyデサルタ，－1をl2mg「サワイ」 A 

2!49040F4 辰巳 カンデサルタン錠 12mg「TCKJ A 

2149040F4 .原 カンデサルタン匝 l2mg「ツルハラ』

2!49040F4 東和軍品 カyデサルタン鍵12mg「トーワj A 
定の在庫量の確保が可能となったため出荷

2021'李12月
開亜解陥

2149040F4 日医工 カンデサルタン鍵12m g f日匡工j D 富山第一工渇業務停止の，~· 来lE（グループ会社重檀庇分で対応｝

2149040F4 日新副車 カンデサルタン匪l2mgf目新J A 

2149040F4 日本ジェネリック カンデサルタン錠12 mg f JG』 B 他社の幽荷開E 未定

2149040F4 l!I困テパファーマ カンデサルタン院 l2 mg fテパ』 A 他社要因による需要地加のため．幽荷開豊中 2022<手5月に通常出荷再開予定

2l49040F4 武田テパ車晶 プロプレス睦 l2 A 通常幽荷中

2149040F4 同道量 カンデサルタン錠12mgfYDJ A 

内周聾 カンデサルタン シレキセチル 2149040FS 2m<l錠 OD錠 M・II Is• lk • カンデサルタン0Dlt2 m g「明治」

2149040FS エルメッド カンデサルタンOD綻2mg 「EE」 D 
，委託製造所の鹿着陸による自主回収（1／到着

手）
なし

2149040FS 小林化工 カンデサルタンOD睦2mgfKNJ 。
2149040FS 沢勢 カンデサルタンODlt2 m g 「サワイj A 

2149040FS 東和軍品 カンデサルタンOD碇2mz「トーワj A 
j!.置な需要1曽加に伴＇＂既存先への供桔を置

来宜
先するため

内周章 カンデサルタン シレキセチル 2149040FB 12mgl健 ODlll M・1JI 5・lk• カンデサルタンOD錠12mg「明治』

2149040FB ヱルメ ッド カンデサルタンOD健12 mg fE EJ D 
，委託副造所の車業iこよる自主回収 （l/31着

手）
なし

2149040FB 小林化工 カンデサルタンO010 2mg fKNJ 0 

2149040FB 沢井 カンデサルタン00醒12m g fサワイ』 A 

2149040FB 東和軍晶 カンデサルタンOD匝12mg fトーワj B 
自社他製剤との生産貯面開亜の策ね合いによ

来宜
る生産遅延のため

内用車 ＂＂＂＂＂＇＂＇＂＂ ・.，.... .，，，.白11.. ,. ... ，.，..喧E・岨 2149116F2 1碇 あすか型車 カムシア配合綻H0 fあすか』 A 

2149116F2 サン ド カムシア配合ltHD fサンドj A 

2149116F2 ニプロ カムシア配合碇HD 『ニプロ』 A 
鏡石工渇世誕の，z，によリ割当にて既存先の

5長E
数量を継続供給中

2149ll6F2 東和軍晶 カムシアE合醒HD fトーワJ B 
自社他製剤との生産計画問置の鎌ね合いによ

未定
る生直軍I互のため

2149116F2 日新製聾 カムシア配合碇HD 「日新」 A 

2149116F2 武田テパファーマ カムシアE合健HD 「武図テパ」 A 通常出荷中

2149116F2 武田テパ車晶 ユニシア配合錠HD A 通常出荷中
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E分 ー般名 YJ9 規格・単位 劃造販売承Rl 盟昆色 出膏揖況 出膏宜陣:iua出膏静止の・由
出膏童陣Z隊出膏静止の 経過繍置

’B鳥見温み同期 期限

内用車 クアゼパム 1124030F2 20mgl健 久光 ドフ－1•111!2 0 A 

勝祉国造所での製造方法、副追手順・不（備点

ll24030F2 共和軍晶 クアゼパム鍵20mg 「アメルj A 
検を実錯し、不備が無い副晶、不惜の解消が

2022年12月
確配された製品から生虚を再開したことによ

る生産遅延．
凶・l凶””e・F ’－ 岬・.. i刷 1・・

ll24030F2 沢井 クアゼパム鍵20'."g「サワイ』 A 

ll24030F2 東和聾晶 クアゼパム蛇20mg「トーワ」 A 

1124030F2 目匡工 クアゼハム碇2Om g r目匿工」 A 

ll24030F2 白紙製聾 クアゼパム錠20mg「MNp J A 

ll24030F2 陪進量 クアゼパム錠20mg「YD』 A 

内用車 クエチアピンフマル敵塩 1179042Cl 50%lg M・iJI 5・J,, クエチアピン掴粒50%「明治」

1179042Cl アステラス セロクエル個性50% A 

1179042Cl シオノ クヱチアピン掴担50%「三籾」 c 他割剤含めて製造量柵による劃通運誕のため 解決見込み時闘i玄関盤中

他社出荷詞監の，gーによる需要構への対応固
1179042Cl ニプロE577ーマ クエチアピン掴粒50%「ヨシトミJ 0 

.なため
2022•李4月以陣

野社副造所での製造方法、副造手順・不情点

1179042Cl 共和軍晶 クエチアピン個岨50＂「アメル j 。倹を実鈍したところ、当局相殴が必要である 来定

き宮案を確認数しました．相践を＂備中です．

1179042Cl 高田 クエチアピン細胞50＂「 EEJ 高田恒売 B 

1179042Cl 高図 クエチアピン細阻50%「EE」 日匪工販売 B 
他社の幽荷停止に伴う代曾需要から急激に恒

未定
売が伸びたため

1179042Cl 小林化工 クヱチアピン個粒50%「MEE KJ 0 

1179042Cl 沢井 クヱチアピン細粒50＂「サワイ 」 A 、
急量な需要治加に伴い、既存先への桝拍を恒

ll79042Cl 車羽車晶 クエチアピン細位50%『トーワ』 A 
先するため

未定

1179042Cl lit回テパファーマ タエチアピン細胞50%「テバ』 A 他社聖固による需要地加のため．出荷同盟中
来定｛各社の出再開盤解除の時聞に

よる）

持社製造所での劃造方港、製造手順・不備点

内用車 タエチアピンフマル種塩 1179042C2 10"1 g 共和車品 クエチアピン個粒10%『アメル』 0 検を実絡したところ、当局相肢が必要である 来定

事案を確寵数しました．相肢を＂備やです．

内用車 クエチアピンフマル陸塩 1179042Fl 25mg l健 M• I JI s・lk・ タエチアピン健25 mg r明治J

1179042Fl あすか劃藁 タエチアピン錠2Sm g 「AAJ 0 店売中止品

1179042Fl アステラス セロクエル 25mE碇 A 

1179042Fl サン ド クエチアピン舵2Sm g 「サンド」 A 

1179042Fl シオノ クエチアピン錠2Sm g 「三和J c 他量剣含めて製造量増による製造理誕のため 解決見込み時聞は開豊中

鏡石工場彼提の彫．によリ’II当にて既存先の
ll79042Fl ニプロESファーマ タエチアピン蛇25 mg「ヨシトミ」 A 

数置を継続棋桔中
2022•手2月7自由荷開畳解除

他社出荷聞置の彫曹に伴い代曽僧要が噌加し
未定

た．副造所も他劃嗣の代If需要が集中してお
他社の幽荷量出向によるが、代替需要

1179042Fl 77イザー クエチアピン碇25mg 「ファイザー』 c 
リ、追加製造ができないと回答があったため

を補えるほどの劃壇キャパシティは

出荷調整を開拍した．
ない状況．既存廃客向けの幽荷につ

いては2022年7月以陣は対応可能．

1179042Fl 共刷来来ファーマ タエチアピン錠25mg rFFPJ A 

弊社副造所での劃造方法、製造手廟・不備点

1179042Fl 共和軍晶 タエチアピン睦25mg「アメルJ A 
倹を実錯し、不慣が無い製品、不備の解消が

2022年12月
礎置された製品から生.!Iを再開したことによ

る生産遅延．

1179042Fl 高田 クエチアピン健25mg 「EEJ 高田匝売 B 

1179042Fl 高田 クエチアピン錠25mg「EE」 日匡工販売 c 他社の幽荷停止に伴う代曾需要から急激に眠
来定

売が［帯びたため

1179042Fl 小林化工 クエチアピン盤25 mg rM EE K」 0 

1179042Fl 第一三共エス77 クエチアピン瞳25mg「DSEP J A 

ll79042Fl 問弁 タエチアピン院25mg「サワイj A 

1179042Fl 東和軍晶 タエチアピン錠25mg「トーワ」 A 
急置な需要櫛加に伴い‘厩存先への供枯を置

来宜
！＇；するため

1179042Fl 日医工 クヱチアピン錠2Sm g rBI!<工j A 

1179042Fl 日新劃聾 クエチアピン睦25mg 「日新」 A 

ll79042Fl 日本ジェネリック タエチアピン錠25mg 「JGJ c 他社の幽荷四畳 未定

ll79042Fl 盟主因テパ車品 クエチアピン錠25mg「テパ」 0 中止品 20220331 

内用置 クエチアピンフマル阻塩 1179042F2 lOOmgl健 M•; I I s・1.. クエチアピン錠 lOOmE「明治J

1179042F2 あすか型車 タエチアピン錠 IOOmgrAAJ 0 阪売中止品

1179042F2 アステラス セロクエル lOOmg健 A 

1179042F2 サンド クエチアピン健 lOOmg『サンドJ A 

1179042F2 シオノ クエチアピン碇 10 0 mg r三和』 c 他製剤含めて製造量滑による劃造連誕のため 解法見込み時期l玄関盤中

1179042F2 ニプロ ESファーマ クエチアピン舵 10 0 mg rヨシ トミj A 
鏡石工場櫨虫の修曹により割当にて厩存先の

2022隼Z月7白幽荷田直解除
歓量を健聴供給申

他社幽荷岡畳の膨曹に伴い代曾需要が湘加し
未定

た．製造所も他製剤の代嘗需要が集中してお
他社の出荷動向によるが、代替需要

1179042F2 ファイザー クエチアピン錠 lOOmg「ファイザーJ c を補えるほどの劃造キャパシティは
り、追加盟遣ができないと固害があったため

ない状況．醍存圃客向けの出荷につ
出荷開置を開始した．

いては2022年7月以降は対応可能．

1179042F2 共削未来77ーマ クエチアピン院 lOOmE「FF p J A 

弊祉岨適用での製造方法．製造手順・不惜点

1179042F2 共和車晶 クエチアピン健 lOOmg「アメル』 A 
検を実施し、不備が無い副晶．不惜の解消が

2022!李12月
確寵された製品から盆.!Iを再開したことによ

る生産量延．

1179042F2 高図 タエチアピン健lOOmg『EEJ 高田販売 B 

l179042F2 高田 タエチアピン健lOOmg「EE』 自医工阪亮 c 他社の出荷停止に伴う代曾需要かb急車に匝
未定

売が伸びたため

l179042F2 小林化工 クエチアピン佐lOOmg rMEEKJ 。
1179042F2 第ー三共エスファ クエチアピン健 IOOmg「DSEP J A 

1179042F2 沢井 クエチアピン睦 IOOmg 「サワイJ A 

1179042F2 東和軍品 クエチアピン睦 lOOmg 「トーワ」 A 
急型政な需要地加に伴い、厩存先への供桔を恒

未定
先するため

l179042F2 日匡工 クエチアピン錠lOOmg 「日匡工」 A 

1179042F2 日新製車 クエチアピン健lOOmg 「日新」 A 

1179042F2 日本ジェネリγク タエチアピン健IOOmg 「JG」 c 他社の幽荷岡藍 未定

1179042F2 武田テパll¥!晶 クエチアピン蛇IOOmg 「テパ」 。中止品 20220331 
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区分 ー般名 YJ9 規格単位 製造店売承匝 製品名 出膏揖況 出膏童陣旦他出荷停止の圃由
出膏宜陣Z総出荷惇止の 経過滑置

珊換且也a臨時期 期限

内用車 クエチアピンプマルIll塩 1179042F3 200mgl鍵 Mo I I IS o lk o クエチアピン碇 200mg「明治J

1179042F3 あすか担軍 クエチアピン錠 200mgrAAJ 。商売中止晶

1179042F3 アステラス セロクエル 200mg錠 A 

1179042F3 サンド クエチアピン碇200mg 「サンドJ A 
・－ ・－” ・”””．抽圃 1・

ll79042F3 シオノ クエチアピン碇20 0 m' r三和』 c 他製剤含めて製造量滑による劃遭遇抵のため 解決見込み時期i玄関監中

w＇＂＇~~向山劇

誼石工渇園出の’E曹によリ割当にて既存先の
1179042F3 ニプロ ESファーマ クエチアピン粧200mg「ヨシトミJ A 

微量を継続供給中
2022年2月7日出荷田監解除

他社出荷開置の彫曹に伴い代普需要が櫓加し
5長定

た．製造所も他製剤の代智需要が集中してお
他社の幽荷動向によるが、代鯵需要

1179042F3 77イザー タエチアピン院200mE「フTイザーj c 
り、追加盟遣ができないと回答がるったため

を補える11どの製造キャパシティは

出荷調置を開始した．
ない状置.ft存顧客向Itの幽荷につ

いては2022'手7月以降は対応可能．

1179042F3 共割未来77ーマ タエチアピン錠200mgrFFPJ A 
F ，凶 F -

削土割適所での製造方法、製造手周帽不0・点

1179042F3 共和軍品 クエチアピン1:120 0 m E「アメル』 A 
績を実施し、不慣が無い岨晶．不備の解滑が

2022年12月
確置された製品から生産を再開したことによ

る生産週届．

1179042F3 高田 タエチアピン錠200mgrEEJ 高図版宛 B 

1179042F3 恵国 クエチアピン健zoomg「EEJ 日医工阪商 B 
他社の幽荷停止に伴う代省需要から急車に匝

来宜
売がl帯びたため

1179042F3 小林化工 クエチアピン錠200mg「MEE KJ D 

1179042F3 第一三共エス77 クエチアピン錠 200mg「DSEP J A 

1179042F3 沢井 タエチアピン綻200mg「サワイ」 A 

ll79042F3 東和串品 タエチアピン健 200mg「トーワ」 A 
急置な需要地加に伴い、既存先への供給を置

来宜
%するため

1179042F3 日匡工 クエチアピン健 200mg『日軍工j A 

1179042F3 自衛担軍 クエチアピン腔200mg『日新J A 

m 9o42F3 日本ジェネリック クエチアピシ錠200mg『JGJ B 他社の出荷岡聾 未定

11io042F3 貧困テパ車晶 クエチアピン錠200mg『テパ』 D 中止品 20220331 

内用ll クエチアピンフマル雌塩 1179042F4 I 2, Smg I健 M・Ij IS o I h・タエチアピン錠12, 5 m g 「明治」

際社副適用での劃途方治、製造手順・不情点

1179042F4 共相聾晶 クエチアピン錠 12 Sm g 「Tメル」 A 
検を実施し、不備が無い劃品．不備の解消が

2022年12月
Eを寵された劃晶から金庫を再開したことによ

る生産遅延．

1179042F4 小林化工 クエチアピン錠 12, Smg rMEEKJ 。
内用車 タエチアピンフマル憧塩 1179042FS SOmgl碇 Mo I j IS o lk o クエチアピン健SOmg 「明治」

際社製造所での製造方法、製造手順・不｛術点

ll79042FS 共和軍晶 クエチアピン舵SOmg 「アメルj A 
世を実絡し、不慣が無い劃晶、不惜の解消が

2022年12月
確S草された製品から生産を再開したことによ

る生産量延．

1179042FS 高図 クエチアピン睦5Om g rE E」 高田町売 B 

l179042FS 高田 クエチアピン錠Somg「EE』 目医工販兜 c 他社の出荷停止に伴う代曽需要から急置に臨
来宜

売が伸びたため

1179042FS 小林化工 クエチアピン錠SOmg rMEEKJ 。
1179042FS 沢井 クエチアピン睦Somg 「サワイ』 A 

内用ll クロピドグレル磁殴JI 3399008F3 SOmgllt エルメッド クロピドグレル錠SOmgrEEJ D 
笠置製造所の揖集による自主回収 0/31•

なし
手｝

聾石工場世史の膨ーによリ割当にて既存先の
3399008F3 ニプロ E577ーマ クロピドグレル鍵 SOmg「タナペj A 

数量を級膳供給ゆ
未定

3399008F3 高閏 クロピドグレル錠SOmg 「明治」 A 

3399008F3 小林化工 クロピドグレル錠SOmgrKNJ D 

3399008F3 沢井 クロピドグレル錠SOmg 「サワイ」 A 

3399008F3 辰巳 クロピドグレル鍵50mg 「TC KJ A 

内用車 ジエノゲス ト 2499010Fl lmgl碇 サンファーマ ジエノゲスト佐！ mgrsuNJ A 

2499010Fl ジェイ ドルフ ジエノゲスト舵 Img「キッセイ」 A 

2499010Fl ニプロ ジヱノゲス ト位 Img rニプロJ A 

2499010Fl マイランEPD ジエノゲスト錠 lmgrMYLJ A 

2499010Fl 情図 ディナゲスト鍵！ mg A 

2499010Fl 持図臨売 ジエノゲスト舵 Imz『モチダ」 A 

2499010Fl 小林化工 ジエノゲスト睦 Img rKNJ D 

2499010Fl 沢井 ジエノゲス ト蛇Img rサワイJ A 

2499010Fl 東和軍晶 ジエノゲスト健 Img rトーワJ A 

2499010Fl 日本ジェネリック ジエノゲスト舵 Img rJ GJ A 

2499010F1 富士製葺 ジエノゲスト腔 lmgrF』 A 

内1111'1 ジエノゲスト 2499010F2 lmgl錠 OD鍵 ジェイ ドIL，フ ジエノゲスト OD健lmgfキッセイ』 A 

2499010F2 拘田 ディナゲス ト00錠lmg A 

2499010F2 待国販売 ジエノゲス トOD睦1mg rモチダJ A 

2499010F2 小体化工 ジエノゲスト OD錠 1mg rK NJ D 

2499010F2 東和軍品 ジエノゲスト OD錠lmgfトーワ』 A 

2499010F2 富士劃聾 ジエノゲスト OD錠lmg rF J A 

内用車 シロドシン 2590010Fl 2mgl健 あすか劃聾 シロドシy錠2mg 「あすかJ D 
受託先製造業貯可取リ下げによる自主回収の

未定
ため

25900IOF1 キッセイ ユリーフ錠2mg A 

2590010Fl キEーリyリメディオ γロドシン睦2mg 「杏休J A 

2590010Fl ニプロ シロドシン錠2mg「ニプ日J A 
他社出荷岡監の膨曹により副当にて匝存先の

未定
数量を世続供給中

2590010Fl 共創朱来ファーマ シロドシン健2m g 「KMPJ A 

2590010Fl 小林化工 シロドシン錠2mg 「KN」 D 

2590010Fl 大軍 シロドシン健Zm g 「オーハラJ B 

2590010Fl 第一三共エスファ シロドシン睦2mg「DSEP J A 

2590010Fl i;;e シロドシン睦2m g 「TCKJ A 

2590010Fl 東和軍品 シロドシン健2mg 「トーワJ A 

25900IOF1 日匡工 シロドシy碇2mg 「日匡工J D 富山第一工喝業あ停止の・5・ 2023年凹月以陣

25900IOFI 日本ジェネりック シロドシン畦2mg 「JGJ A 

2590010Fl 描進量 シロドシン錠Zmg rY DJ A 
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E分 ー般名 YJ9 続格 ・単位 劃途臣秀承Ri 製品名 出膏続視 出膏宜陣:Jtli出骨骨止の・由
出膏車陣:Jtlt出荷停止の 経遇措置

11111!且也，.岡田 間限

内用車 シロドシン 259DDIDF2 4 mg lit あすか副車 シロドシン碇4mg「あすす』 D 
受庇先劃遣業貯可Ill!リ下げによる白主回収の

未定
ため

259001DF2 キッセイ ユリーフ健4mg A 

259DDIOF2 キ盟ーリ yリメディオ シロドシン鍵4mg「杏林」 A 
”一…－……町

他社幽荷周監の，gーによリ割当にて既存先の
山山”町 M 同日目』 山崎山崎柿・悼 ””同””－・・，』l司

259DDIOF2 ニプロ シロドシン碇4mg「ニプロ」 A 
数量を継鰻供給申

未定

-. ~· ~· 

259DDIDF2 共劃来来77'-"":? シロドシンt14mgr°KMPJ A 
・・・・・””..... e炉問”目”・司IM ・I ••• 

259DDIOF2 小林化工 シロドシン錠4mg fK N」 D 

259DDIDF2 大原 シロドシン健4mg rオーハラJ B 

2590DIOF2 第一三共エスファ シロドシン錠4mg「DSEP J A 

2590DIOF2 lltB シロドシン錠4mg「TC KJ A 

259DDIDF2 ll!I日I軍品 シロドシン賀4mg rトーワJ A 

259DDIDF2 臼匡工 シロドシン錠4mg「日匿工J D 富山第ー工場 業務停止の膨曹 2023年凹月以降

259DDIDF2 日本ジェネ リック シロ ドシン碇4mg「』G」 A 

259DDIDF2 聞過堂 シロドシン碇4mg rv D」 A 

内用車 シロドシン 259DDIDF3 2mgl錠 OD鍵 Me771•マ シロドシンOD鍵2mg[M E」 A 

259DDIOF3 あすか醒車 シロドシンOD健2mg rあすかj D 
受託先担造業許可取リ下げによる自主回収の

来定
ため

259DDIDF3 ヱルメッド シロドシンOD!l:2mg[EEJ A 

259DDIOF3 キッセイ ユリー70Dll!2mg A 

2590DIOF3 キーーリンリメディオ シロ ドシンOD錠Zm E「杏林」 A 

259001DF3 ケミ 77 シロドシンOD錠2mg「ケミフT」

259DOIDF3 ニプロ シロドシンOD錠2mgfニプロJ D 自主回収のため 来定

259DDIDF3 共制未来ファーマ シロドシンODll:2mg [KMPJ A 

259DD!DF3 小林化工 シロドシンOD蛇Zmg [KNJ D 

259DDIDF3 大原 シ口ドシン0Dll:2mg『才一ハラJ D 
2021'芋11月来の弊社委託先物涜センターの火

来宜
誕のE巴’

259DDIDF3 第一三共エス77 シロドシンOD鍵2mg [DSEPJ A 

259DDIDF3 沢弁 シロ ドシンOD世2mg rサワイ』 A 

259DDIDF3 ．． 原 シロ ドシンOD錠2mg『ツルハラ」

259DDIDF3 日新劃車 シロ ドシンOD蛇Zmg f日新J A 

259DDIDF3 日本ジzネリック シロドシンOD鍵2mgr J G」 A 

259DDIDF3 醐出盆 シ口 ドシンOD錠Zmg fY DJ A 

内用車 シロドシン 259DDIDF4 4 mg Ill: OD碇 Moファルマ シロ ドシンODll:4mg [M骨j A 

259DDIDF4 あすか阻軍 シロドシンOD世4mgrあすかJ D 
受託先駆遭袋許可取リ下げによる自主回収の

ため
未定

259DDIDF4 エルメッド シロドシンOD鍵4mg[EEJ A 

259DO!DF4 キγセイ ユリーフOD錠4mg A 

259DD!DF4 キョーり yリメディオ シロドシ，，oo錠4mgf杏林」 A 
一一 4・町田”ー…

259DD!DF4 ケミ 77 シロドシンOD綻4mg「ケミ77J

259DDIDF4 ニプロ シロ ドシンOD錠4mE「ニプ白j D 自主回収のため 来宜

2590DIDF4 共劃来来77ーマ シロドシンOD鍵4mg[KMPJ A 

259DDIOF4 小林化工 シロドシンODll:4mg [KNJ D 

259DDIDF4 大軍 シロドシンOD健4mg rオーハラj B 

2590DIOF4 第一三共エスフ 7 シロドシンOD誼4mg[DSEPJ A 

2590010F4 R舎争 シロドシンOD健4mg「サワイ』 A 

259DO!OF4 ・崎原 シロドシンOD錠4m.rツルハラ」

259DDIDF4 日新製革 シロドシンOD蛇4mg「日新J A 
‘ ー..島田島．‘・.‘ーー．ι

259DDIDF4 日本ジェネリック シロドシンOD鍵4mg [JG」 A 

259DD!OF4 陥進量 シロドシンODll:4mg fYDJ A 

内用車 シンパスタチン 2!89Dl!F2 lDmgl健 あすか担車 シンパスタチン碇 ！Omg「あすかJ A 未定

2!89DllF2 オルガノン リポパス健 IO A 

2189DllF2 キョーリンリメディオ シンパスタチン健 ！OmE「杏林』 D 
他社副品供給停止等による引き合い滑に生重

来定
計画、在庫状況が対応できないため

製造餐E先の品質問置への対応によリ劃晶の
劃遣再開時聞は22年5月を予定してお

2IB9Dl!F2 サンノーパ シンパスタチン碇lOmg「EMECJ c 
納品が出来ていないため．

り在庫が潤沢にな＇）攻第改径の見込

み．

他社出荷闘聾の彫ーに伴い代曾需要が地加 未定

し、直近で予i”の130-170%の出荷となっ 他社の幽荷動向によるが、代嘗需要

2IB9DllF2 マイラン シンパスタチン鍵！Omg「マイラン』 c た．原料開通に時閣を要し、かっ劃適用も他 を補えるほどの製造キャパシティは

国剤の代曾需要が集中しており、の追加盟途 ない状況．既存顧客向けの出荷につ

ができないと回苔があヲたため出荷岡墜を開 いて1'2022年5月以降は問聞なく封

給した． 応可能．

2189DllF2 メデ4サ シンパス~チン置 1 Omg fSWJ A 

2189DllF2 共和躍晶 シンパスタチン匝！OmE「アメルJ D 臨売中止しております 20220331 

2189DllF2 小林4ヒ工 シンパスタチン自主IO[MEEKJ D 

2!89DllF2 大原 シンパスタチン健lOmg「オーハラJ B 

サワイ厘号品の1/50の販売散量の為岡崎に
2021/2/12供枯停止事前報告後幽．

21890llF2 沢井 シンパスタチン担 ！Omg[MEDJ c 
出荷周聾．

販売中止案内済． fサワイ』 置号品

で代省致しております．

2!89Dl!F2 ヨ便利車畠 シンパスタチン量！Omg『トーワ」 A 
定の在庫量の確保が可能となったため出荷

2021年12月
調盤解除

2!890llF2 日匪工 シンパスタチン綻 ！Omg「日匡工」 。富山第一工喝業務停止の彫’ 未定｛グループ全社重也成分で対応）

2!890llF2 日匡エファーマ シンパスタチン碇 ！Omg「NI k P J D 富山第ー工喝 業務停止の，，. 来定（グループ会社量檀成分で対応）

供給問圃俺生以前と比較し130%以よ

2189DllF2 貧困テパファーマ シンパスタチン錠！Omg「武田テパ』 A 他社要因による需要増加のため．出荷周E中 出荷.Jt車対応中．解浪見込みIi他

社状況による

2189DllF2 間進堂 シンパスタチン錠！ OmE「YDJ A 
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解鶴見也み時期 期目

内用車 スピロノラクトン 2133001Fl 2 Smgl健 キ，ーリ yリメディオ スピロノフクトン健25 mg r杏林」 A 劃当出荷中

他社幽荷潤置の彫・により割当にて既存先の
2133001Fl 三プロ スピロノラクトン錠25 mg [N P」 A 

敏量を継踊供給中
未定

213300IFI ファイザー アルダクトンA錠25 m .g A 

2133001Fl 直巳 スピロノラク トン睦25mg[TCKJ A 
山申仲 山

際社副適工渇における劃通管理および品質曹

2l33001Fl 量生堂 スピロノラクトン碇25 mg re H」 0 
理に問聞がないかどうかの帽躍的な岡査の過

2022年10月以陣
担で生産量E並びに幽荷判定の畳亙が先生し

たため．

2133001Fl ・軍 スピロノラクトン碇25 mg rツルハラj

2133001Fl 東和聾品 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 B 
自社他量刑との生産計値向車の兼ね合いによ

未定
る生産量誕のため

2133001Fl 日匡工 スピロノラク トン碇25mg「日匡工」 B 

未定｛各社の出荷間動解除の崎聞に

よる）

2l33001Fl 武田テパ77ーマ スピロノラクトン碇25mg「テ＂」 A 他社要因による需要綱加のため、出荷岡置中 副造能力キャパシティ担えのためス

ケールアップ、移管PV後（2022'手5月

以降｝に槽重可能

2l33001Fl 描進堂 スピロノラクトンR2Smg rv D』 A 

肉用車 セリプロロール場融塩 2149029Fl JOOmgl錠 大興 セリプロロール塩融塩錠lOOmg「JGJ B 

，同士副造工織におげる製造管理および品質管

2149029Fl 畏生堂 セリプロ ロー 1•11酸塩佐 lOOm g『CHJ 。理に問置がないかどうかの嗣匝的な胃査の過
5集定

哩で生産量居並びに幽荷判定の置涯が尭生し

たため．

2149029Fl 東和軍品 セリプロロール塩陵塩錠 lOOmg『トーワ』 c 匝売中止 20220331 

2149029Fl 日匡工 セリプロロール塩田町鑑賞lOOmg『日医工j 0 富山第ー工渇業務停止の，~· 来宜（グループ会社量橿庇分で対応）

2149029Fl 日本新車 セレクトール健JOOmg A 

2149029Fl 成田テパ7ァーマ セリプロロール掴融塩佐 lOOmg「テパ』 A 週明t幽荷中

内周擁 セリプロロール場敵塩 2149029F2 200mgl錠 大興 セリプロロール塩世塩佐200mg「JG』 B 

際社副i車工舗における製造管理および品質管

2149029F2 畏生堂 セリプロロール塩般塩畦200mg「CHJ 。理に間圏がないかどうかの相躍的な開査の過
未定

睡で生産量Ji!.ll!ぴに幽荷判定の量Eが尭生し

たため．

2149029F2 東和軍晶 セリプロロール塩瞳塩鍵200mgrトーワ』 c 匝売中止 20220331 

2149029F2 日匡工 セリプロロール塩融塩綻200mg『日医工』 0 富山第ー工喝業務停止の彫ー 来宜（グループ会社E置成分で対応）

2149029F2 自本新車 セレクトール錠 200mg A 

2149029F2 l!;田テパファーマ セリプロロール極砲塩錠200mg「テパ」 A 通常幽荷命

内用灘 セル トラリン塩lft塩 1179046Fl 25mgl碇 M・II IS o I ko セルトフりン艇25mg「明治」

他社G•n•d＇劃晶の出荷調豊等のIi曹に伴い

ll79046FJ ヴィアトリス ジェイゾロフト錠25mg c 
需要漕となヲている．劃造所も問聾が菌感で

未定
あるためPTPIOOは出荷停止．他3SKUも出荷

~gとなっている．

1179046Fl キョ＿，ンリメディオ セルトラリン錠 2Smg ［杏林j c 
他社副品供給停止等による引き合い噌に生度

未定
計画、在庫状況が対応できないため

1179046Fl ケミファ セルトラリン健25mg「ケミフ T」

1179046Fl サンド セルトラリン錠25 mg rサンド』 A 

1179046Fl ダイ ト セルトラリン健25mg「科研」 A 

割石工喝祖出の膨曹により割当にて既存先の
1179046Fl ニプロ セルトラリン錠25 mg rニプロJ A 

倣量を継続供給命
未定

1179046Fl ニプロ ESファーマ セルトラリン錠25mgfタナベj A 
鏡石工繍慢出の彫ーによリ割当にて既存先の

朱宜
微量を継続供給中

弊祉国造所での製造方法、割造手周．不情点

ll79046Fl 共和軍晶 セルトラリン碇25mg「アメルJ A 
倹を実錯し、不備が無い劃品、不備の解消が

2022年12月
確E容された製品から金庫を再開したことによ

る生産量話．

1179046Fl 高図 セルトラリン院25mg「タカタJ c 
他社開成分担割の供給停止による需要綱のた

朱定
め生産遭Ji!.

ll79046Fl 三和化学 セル トラリン碇25mg「三和」 c 他社出荷周監に伴う需要噌 臨売中止申菌掌倫中

ll79046Fl 第一三共エスファ セル トラリン佐25mg[OSEPJ A 

1179046Fl 沢井 セル トラリン睦25mgfサワイJ A 

1179046Fl 直巳 セルトラリン錠25mg[TCKJ A 

ll79046Fl ’S原 セルトラリン錠25mgfツルハラ』

1179046Fl 東和軍晶 セルトヲリン睦25 mg rトーワ」 A 
急百世な需要地加に伴い、既存先への供給を置

先するため
5長定

ll79046Fl 日匡工 セルトラリン錠25 mg r臼匡工」 0 富山第工喝業務停止の膨曹 2023年01月

ll79046Fl 日本ジzネリック セルトラリン畦25 mg [I G」 A 他社の幽荷関E 来定

1179046Fl 陽道盆 セルトラリン健25mg[YOJ A 
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区分 般名 YJ9 規格 ・単位 魁造車兎承’E 製品名 出膏貌視 出膏宜陣ltlt出荷骨止の・由
出冒童陣ltlS出膏停止の 量遇措置

B’B鳥見也み”翻 期限

内周軍 セルトラリン塩llt塩 1179046F2 SOmgl錠 Mo I j』s• r k a セルトフリン錠SOmg 「明治J

1179046F2 ヴィア トリス ジェイゾロフト錠SOmg B 

1179046F2 キョーりンリメディオ セル トラリン院 SOmg 「杏林j c 他社製品供給停止等による引き合い相に生産
未定

計画在庫状況が対応できないため
・ι ‘ー・－・ー ’H伺－・・・・・... 『 n”””

1179046F2 ケミファ セル トラリン錠 SOmg 「ケミフ TJ

1179046F2 サンド セルトラリン＇ii!som g fサンド」 A 

1179046F2 
...時“・－．一 ”“””・・

ダイ ト セルトラリン錠Somg 「科研J A 

ll79046F2 エプロ セルトラリン舵Somg 「エプロ」 A 
聾石工縮瞳見の彫曹によリ劃当にて眠存先の

未定
敏量を継続供給中

1179046F2 ニプロ ESファーマ セルトラリン院SOmg 『タナベ」 A 
聾石工喝匝見の，zーにより割当にて既存先の

未定
放置を級銀供給ゆ

弊社製造所での製造方法、製造手順・不備点

1179046F2 共和軍晶 セル トラリン錠SOmg 『アメルj A 
検を実施し、不備が無い製品‘不憎め解消が

2022年12月
確寵された副晶か句集11を再開したことによ

る生産哩嘩．

1179046F2 高田 セルトラリン錠5Omg fタカタ』 c 他社同成分製剤の供桔停止による需要槽のた
来宜

め生産遅延

1179046F2 三和化学 セルトラリ／l!S0 m g 『三澗」 c 他社幽荷”聾に伴う需要泊 販売中止申薗準備中

l179046F2 第一三共ヱスフ？ セル トラリンS150mgfDSEPJ A 

1179046F2 沢井 セルトラリン鍍5Om g fサワイ』 A 

1179046F2 辰巳 セル トラリン睦SOmE 「TC KJ A 

1179046F2 ’書店 セル トラリン錠SOmg「ツルハラ」

1179046F2 東和軍品 セル トラリン錠50mg「トーワj A 
急置な需要槽加に伴い、既存先への供給を置

未定
9もするため

1179046F2 日匡工 セルトラリン錠SOmg 「日匡工』 。富山第一工場業務停止の彫曹 2023年01月

1179046F2 日本ジzネリック セル トラリン錠Somg 「JGJ A 他社の幽荷調E 未定

1179046F2 陪進堂 セル トラリン錠SOmgfYOJ A 

内周車 セル トラリン塩阻塩 l179046F3 lOOmgl鍵 Mo I) IS o lk o セル トフリン錠 10 0 mg r明治』

1179046F3 ヴィアトリス ジェイゾロフト碇 lOOmg B 

1179046F3 キョーリ yリメディオ セルトラリ＂ S110 Omg f杏綜』 A 

1179046F3 ケミ 77 セルトラリン錠 lOOmg『ケミフTJ

1179046F3 サンド セルトラリン錠 lOOmgfサンド』 A 

1179046F3 ダイト セル トラリン健 10 0 m. r科研』 A 

1179046F3 ニプロ セル トラリン碇 10 0 m' rニプロ」 A 
盟石工渇世誕の，gーによリ割当にて厳存先の

未定
骸量を継続供給中

l179046F3 ニプロ ES7ァーマ セル トラリン綻 IOOmg 「穿ナベ」 A 
歯石工場世見の膨ーによリ割当にで既存先の

来定
数量を継続供給申

際社製造所での劃進方法、製造手順・不備点

1179046F3 共相車品 セル トラリン錠 lOOmE「アメル」 A 
検を実施し、不備が無い劃品h 不帽の解消が

2022年12月
確寵された製品から生産を再開したことによ

る生産遇延．

1179046F3 高国 セルトラリン錠 lOOmE「タカタ」 B 

1179046F3 三和化学 セル トラリン佐 10 0 mg r三相』 D 他社幽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77 セル トラリン錠 lOOmgfDSEPJ A 

1179046F3 沢井 セル トラリン錠 lOOmgfサワイJ A 

1179046F3 直巳 セル トラリン健 lOOmg 「TC KJ A 

1179046F3 
’‘限 セル トラリン錠 10 0 mg rツルハラJ

1179046F3 東和軍晶 セル トラリン錠 10 0 mg rトーワJ B 
自社他製剤との生産計画調畳の兼ね合いによ

るさ生産運抵のため
未定

1179046F3 自E工 セル トラリン錠 10 0 m. r目匡工』 B 

1179046F3 日本ジzネリ γク セルトラリ y錠 10 Om g f J GJ A 他社の出荷閥置 未定

1179046F3 間進堂 セル トラリン佐 lOOm.fYOJ A 

内用車 ／テピン 1179024F3 lOOmgl 錠 LT LフTーマ ロドピン健IOOmg A 

1179024F3 共和軍品 ゾテピン健 lOOmg「アメル」 0 匝売中止しております 20220331 

1179024F3 高田 ゾテビン院IOOmg 「タカタ」 B 

際社製造工場における副量管理および晶質管

1179024F3 量生堂 ゾテピン院 lOOmg 「ヨシトミJ D 
理に問聞がないかどうかの桐雁的な岡査の過

未定
檀で生産量E並びに出荷判定の遅延が発生し

たため．

内用車 タムスロシン塩瞳塩 259000BF1 O lmgl錠 OD俊 M・I) I s・iko タムスロシン塩圏直塩00註0 Im g「明治j

2590008Fl あずか副車 タムスロシン塩瞳塩OD鍵0 !mgrあすか』 A 

他社出荷Alilの彫曹に伴い代曾需要が峨加し
未定

た．製造所も他製剤の代嘗需要が.φしてお
他社の出荷動向によるが、代省需要

259000BF1 77イザー タムスロシン塩阻塩OOl!O lm •「77 イザー』 c 
り、追加盟遣ができないと回菩があゥたため

を構えるほどの型車キャパシティは

ない状況．既存顧客向けの出荷につ
幽荷周畳を開始した．

いては2022年7月以陣は対応可能．

259000BF1 小林化工 タムスロシン塩随塩00健0 !mg fKNJ 。
2590008Fl 問弁 タムスロシン塩瞳岨ODltO. Im g fサワイ」 A 

259000BFI 量生堂 タムスロシン塩阻店ODS10 Im g「CHJ A 

259000BFI 東和聾晶 タムスロシン塩酸塩ODltO. !mg fトーワj B 
自社他製剤との生産計画開畳の策ね合いによ

未定
る生産過田正のため

2590008Fl 日匡工 ~ムスロシン塩腫塩OD錠日 !mgr目医工J A 

259000BFI 日新製軍 タムスロシン塩敵塩OD錠o. Im E「日新J A 

2590008Fl 日窓車工 .ムスロシン掴陸塩OD院o. lmt「ケミ 77J A 

259000BF1 世田テパ軍晶 タムスロシン塩憧塩ooato !mg fTYKJ A 通常幽荷中

259000BFI アステラス ハルナーJレD舵O. 1 m • A 

内用車 タムスロシン塩llt塩 259000BF2 O 2 mg 1 It 00鍵 Mo I ) IS o lk • ，，ムスロシン塩阻塩OD碇O 2m. r明治J

259000BF2 あすか，~· .ムスロシン塩敵塩DD鍵0 2m g『あすかJ A 

他社出荷聞置の彫曹に伴い代智需要が増加し
5長定

た．製造所も他量刑の代嘗需要が.中してお
他社の幽荷動向によるが、代曾需要

259000BF2 ファイザー タムスロシン塩圃塩OOl!O 2mt fフ？イザーJ c 
り、追加盟遣ができないと図書があったため

を補えるほどの製造キャパシティは

ない状況．既存顧客向けの幽荷につ
出荷~·を開始した．

いては2022•手7月以陣は対応可能．

259000BF2 共和軍晶 タムスロシン掴瞳塩00錠O 2mg「アメルJ D 販売中止しております 20220331 

259000BF2 小林化工 タムスロシン塩睡塩00錠O 2mg fKNJ 0 

259000BF2 問弁 .ムスロシン塩瞳塩OD錠O. 2m g「サワイj A 

259000BF2 畏E主盆 タムスロシン塩砲塩OD錠0 2m g「CHJ A 

259000BF2 東和議晶 タムスロシy塩限塩OD健0 2mg rトーワ』 B 
自社他担割との生産計画田甚の兼ね合いによ

来定
る生産宣揺のため

259000BF2 自匡工 9ムスロシン塩阻塩OD健O 2m g「日医工』 A 

259000BF2 日新劃車 タムスロシン塩酸塩00誼O 2mg「日新j A 

259000BF2 日本軍工 タムスロシン掴阻塩OD’E 0 2m g「ケミ 771 A 

259000BF2 貴国テパ軍品 タムスロシン蝿阻l&OD錠o. zm, rr v KJ A 通常出荷中（需要泊加問向）

259000BF2 アステラス ハルナー1•0錠 o. 2 mg A 
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E分 ー鍛名 YJ9 続幡・単位 製造販売承寵 劃品名 出膏暁偲 幽膏宜・Z他出膏停止＠・由
出冒量陣.iua出膏停血の 経遇措置

解除見也，，崎周 期阻

内用車 チザニジン塩献血 1249010Fl lmgl錠 キョーリ yリメァィオ チザニジン錠lmg r杏林J A 割当幽荷中

1249010Fl サン77ーマ テルネリン蛇lmg A 

際社副適所での製造方滋．製造手順・不情点

12490IOFI 共和聾晶 チザニジン健lmg「アメル』 0 
検を実施し、不備が無い劃晶、不備の解消が

米定
確配された劃晶泊、ら生産を再開したことによ

” ’ 仲....目川園町一． l””・副』ー，.，.， ，，
る生産遭括．

1249010Fl 沢井 チザニジン賀img「サワイj A 

1249010Fl E量生三世 チザニジy碇 lmg「JG」 。生産ライン切迫による生産量11. 2022'手04月以陣

1249010Fl ．． 原 チザニジン錠lmg「ツルハラ」

1249010Fl 東拍車晶 チザニジン鍵lmg「トーワJ B 
自社他劃剤との生産計画開量の兼ね合いによ

未定
る生産週延のため

12490IOFI 日匡工 チザニジン碇Img「自匡工」 A 

12490IOFI 日本車工 チザニジン碇lmg[NP I J A 

1249010Fl lit田テパ77ーマ チザニジン誼！ mgrテパj B 他社聾閣による需要噌加のため．出荷同盟中 2022年8月から従来の供拍量

内用車 テルピナフィン塩阻塩 6290005Fl 125mgl錠 サンド テルピナフィン錠 12Sm g「サンドJ A 

6290005Fl サン77ーマ ラミシール盤125mg B -

6290005Fl ダイト テルピナフィン健125mg「ダイト」 A 

6290005Fl ニプロ テルピナフィン健12 5 mg「Np J A 
他社出荷開置の，e，によリ割当にて既存先の

未定
舷量を継続供給中

6290005Fl ニプロ ESファーマ テルビナフィン蛇125mg「タナベj A 
他社出荷聞置の・5・によリ割当にて既存先の

来定
数量を継瞳供給中

他社出荷開監の彫’に伴い代曾鱒要が噌加し
未定

た．製造所も他担割の代曽需要が集中してお
他社の出荷動向によるが、代替需要

6290005Fl フTイザー テルピナフィン錠125mg「フTイザー』 c 
リ、追加盟逃ができないと回答があヲたため

を補えるほどのE適キャパシティ Ii

出荷調艶を開抽した．
ない状理.ia存圃客向けの出荷につ

いては2022隼7月以降は対応可能．

6290005Fl フェルゼンファーマ テルピナ？ィン塩瞳埴鍵1ZSm a 「7•ルゼンj A 

6290005Fl 岩械 テルピナフィン錠 12Sm g「イワキ」 A 

6290005Fl 布団 テルピナフィンltl25mg「夕方タj A 

6290005Fl 小林化工 テルピナフィン健 125[MEEKJ 0 

6290005Fl 沢井 テルピナフィン錠12Smg「サワイ』 A 

6290005Fl 辰巳 テルピナフィン舵 12Sm g「TC KJ A 

際社製造工掲にお！？る担埠管寝および品質管

6290005Fl 量生堂 テルピナ7＜ン睦 125mg[CHJ 0 
理に問圃がないかどうかの網掴的な開査の過

2023盗事12月以降
哩で生産量亜並びに幽荷判定の週延が発生し

たため．

6290005Fl 東和軍品 テルビナフィン佐125mE「トーワ」 c 席躍の供枯遅延のため 来E

6290005Fl 日匡工 テルピナフィン院125mg「目匡工」 自

6290005Fl 日本軍工 テルピナフィン健 125mg「ケミファ』 A 

6290005Fl 富士製車 テルピナフィン錠 12Sm E「FJ A 

6290005Fl 武田テパ77ーマ テルピナフィン使l25m E「タイヨー』 A 通常出荷中

6290005Fl 陽道堂 テルピナフィン碇 12Sm E「YOJ A 

内用車 アルミサルタン 2149042Fl 2 Omg 1碇 Mo I) IS • I k • アルミサルタン鍵20mg「明治』

2149042Fl ヱルメッド テルミサルタン碇20mg [E E』 0 
受託劃造所の車業による自主回収（1/31着

なし
手）

2149042Fl キョーリyリメディオ テルミサルタン鍵 20mgf杏林』 A 

2149042Fl ケミファ テルミサルタン睦20mgrケミファ」

2149042Fl サンド テルミサルタン健20mg『サンド」 A 

2149042Fl ダイト テルミサルタン旋20mgfファイザー』 B 

2149042Fl ニプロ テルミサルタン錠20 m. rニプロ」 A 
鏡石工編後見の，gーによリ’l当にて既存先の

来定
重度量を継醜供給中

2149042Fl ニプロ ESファーマ テルミサルタン鍵20mgrタナベ」 A 
瞳石工渇世児の彫曹により割当にて既存先の

来宜
微量を継続供給中

2149042Fl フェルゼンフTーマ テルミサルタン健20mg 「フ xi•ぜ；.－ J A 

2149042Fl 共創未来フ？ マ テルミサルタン錠20mg[FF P」 A 

2149042Fl 三和化学 テルミサルタン睦 20mg「三和j A 他社幽荷伺鐙に伴う需要1・ 来宜

2149042Fl 小休化工 テルミサルタン健20mgfKNJ ロ

2149042Fl 大原 テルミサルタン院 20mg「オーハラ」 B 

2149042Fl 第一三共エスフ？ テルミサル安ン睦20mg「DSEP J A 

2149042Fl 問弁 テルミサルタン蛇20 m. rサワイ』 A 

2149042Fl lii<B テルミサルタン院20mgfTCKJ A 

2149042Fl 睡眠 テルミサルタ＞＇ lt20mgrツルハラJ

2149042Fl 朝日軍晶 テルミサルタン院 20 m. rトーワ』 A 

2149042Fl 日匡工 テルミサルタン健20 m. r自匪工』 B 

2149042Fl 日本ジェネリック テルミサルタン鍵20 m. r J G』 A 

2149042Fl 日本ベーリンガー ミカルディス碇20mg A 

2149042Fl 日本軍工 テルミサルタン蛇20mg[NP IJ A 

2149042Fl 武田テパ車品 テルミサルタン睦20 m. ra田テパj A 週常幽荷中

2149042Fl 掴進量 テルミサルタン錠20mE「YDJ A 
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区分 般名 YJ9 規格。単位 製造販売承跨 製品名 出膏揖侃 出膏宜陣:stl&出荷惇止の圃自
出膏童陣:stl&出膏静止の 経過措置

’B鳥且也み時期 期回

内用車 テルミサルタン 2149042F2 40mgl匝 Mo I I Is• lk • テルミサルタン鍵40mg 「明治」

2149042F2 エルメッ ド テルミサルタン碇40mgfEEJ
委託製造所の鹿業による自主回収 (1/31着。
手）

なし

2149042F2 キEーリ yりメディオ テルミサルタン錠40mg 「杏林」 A 割当凶荷中

ケミ 772!49042F2 テルミサルタン睦40mg「ケミファ』

2!49042F2 サンド テルミサルタン11!4Om g「サンド』 A 
－ ，ー・目』 ー

zi49042F2 テルミサルタン睦40mg「ファイザー」ダイト B 

2149042F2 ニプロ テルミサルタン健40mg「ニプロ」 A 
鏡石工場世史の彫曹によリ割当にて厩存先の

未定
敏量を継続供給中

2149042F2 ニプロ ES77ーマ テルミサルタン睦40mg r~ナベ」 A 
盟石工湖敏阻の’B曹により割当にて厩存先の

来定
数量を継車供給中

2149042F2 フェルゼ：orーマ テルミサルタン佐40mg「7xJレゼン』 A 

2149042F2 共t'I来来ファーマ テルミサルタン錠40mgfFF P」 A 

2149042F2 三和化学 テルミサルタン躍40mgf三和j A 他社出荷岡墜に伴う需要治 未定

2149042F2 小林化工 テルミサルタン碇4omgfKNJ D 

2149042F2 大原 テルミサルタン錠40 mg rオーハラ」 B 

2149042F2 第一三共エスフ？ テルミサルタン錠40mgfDSEPJ A 

2149042F2 沢井 テルミサルタン鍵40 mg rサワイJ A 

2149042F2 匡巴 テルミサルタン匝40mg rrcKJ A 

2149042F2 le原 テルミサルタン錠40mg 「ツルハラ」

2149042F2 東和軍品 テルミサルタン錠40mg 「トーワ』 A 

2149042F2 日匡工 テルミサ1'~ ；，－ 1:!40m g「日匡工J B 

2149042F2 日本ジェネリック テルミサルタy錠40 mg f J Gj A 

2149042F2 日本ベーリンガー ミカルディス粧40mg A 

2149042F2 日本軍工 テルミサルタン錠40mg「Np I J A 

未定（各社の出荷調整解除の時期に

2149042F2 宜回テパ車晶 テルミサルタン健40mg「世田テパj A 他社要因による需要地加のため、出荷田豊中 よる）

委E先製造キャパオーバー

2149042F2 陪進堂 テルミサルタン11!40 m E「YDJ A 

内用車 テルミサルタン 2149042F3 BOmgl綻 Mo I I IS• lk • アルミサルタ＞＇ li!BOmg「明治J

2149042F3 ヱルメッド テルミサルタン睦BOmg「EEJ 
受託劃造所の庫業による自主回収 (1/31着

D 
手｝

なし

2149042F3 キョーリンリメディオ テルミサルタン錠80 mg r杏林1 c 
他社製品供給停止等による引き合い泊に生産

未定
計画、在庫状況が対応できないため

2149042F3 ケミ 77 テルミサルタン錠BOmg「ケミ 77]

2149042F3 サンド テルミサルタン錠BOmg「サンド」 A 

2149042F3 ダイト テルミサルタン健BOmg「ファイザー』 B 

2149042F3 ニプロ テルミサルタン碇BOmg「エプ口j A 
聾石工IA償提の膨曹によリ割当にて既存先の

未定
数量を継腫供給中

・－・‘日柿..同・－・
鏡石工唱世史の’E曹によリ割当にて眠存先の

2149042F3 ニプ口 ESファーマ テルミザルタン碇BOmg 「タナベJ A 
数量を継続供給ゆ

未定

2!49042F3 7.z.Jj,ゼンファーマ テルミサルタン錠BOmg「フェルゼン』 A 

2149042F3 共創未来77 －~ テルミサルタン錠BOmg 「FF p J A 

2149042F3 三和化学 テルミサルタン錠BOmg 「三和」 A 他社出荷周監に伴う需要ll 来定

2!49042F3 小林化工 テルミザルタン碇BOmg fKNJ 。
2!49042F3 大原 テルミサルタン錠80mg「オーハラ』 B 

2!49042F3 第一三共エスファ テルミサルタン錠BOmg 「DSEP J A 

2149042F3 沢井 テルミサルタン錠BOmE 「サワイ」 A 

2149042F3 置巴 テルミサルタン錠BOmg「TC KJ A 

2149042F3 嶋原 テルミサルタンl:!B0 m g「ツルハラ」

2149042F3 東和軍晶 テルミサルタン錠BOmg「トーワ」 A 
急量な需要槽加に伴い、既存先への供給を置

先するため

2149042F3 日匡工 テルミサルタン碇BOmg「日匡工」 B 

2149042F3 日本ジzネリ γク テルミサルタン碇BOmg「JGj A 

2149042F3 日本ベーリンガー ミカJレディス錠BOmg A 

2149042F3 日本軍工 テルミサルタン錠BOmgfNP I」 A 

2149042F3 置田テバ聾晶 テルミサルタン碇BOmg「武田テパ」 A 通常出荷中

2149042F3 陽進堂 テルミサルタン錠BOmE「YD』 A 

内用車 ドキサゾγンメシル置場E 2149026FI O 5mgl錠 ヴィアトリス カルデナリン碇O‘ 5 mg A 

2149026FI サンノーパ ドキサゾシン錠0 5mg [EMECJ A 

2149026FI エプロ ドキサゾシン錠0 Smg fNPJ A 
他社幽荷開畳の彫ーによリ劃当にて既存先の

未定
歓量を継続供給中

他社出荷周置の膨ーによリ劃当にて既存先の
2149026FI ニプロ ESファーマ ドキサゾγン1110. 5 m g 「タナぺJ A 

世量を継続供給申
来定

2149026Fl ファイザーUp J ドキサゾシン錠0 ・sm g 「ファイザー」 A 

サワイ屋号晶の1/60の商売数置のお岡崎に
2021/2/12供桔停止事前報告．鍵

2149026FI メディサ ドキサゾシン錠0 Sm g 「ME DJ c 幽．販売中止の案内済み． 「サワ
出荷周監

イj且号品で代替致しておリます．

市IAシェアが低〈．他社出荷開畳の修曹によ

2!49026FI 共和車品 ドキサゾγン畦0, 5m g 「アメルJ A 
リ出荷開宣を継続しております．

未定
また、担遍キャパシティーが不Eしているた

め増産見込みは未定．

2149026Fl 小林化工 ドキサゾソン錠O, Smg fMEEKJ D 

2149026Fl 沢井 ドキサゾγン錠0 Sm g 「サワィ」 A 

2149026FI 辰巳 ドキサゾシン自主0 Smg fTCKJ A 

2149026FI 量生堂 ドキサゾシン錠0 5 mg f J GJ A 

2149026FI 東和軍晶 ドキサゾγン院0, Sm g 「トーワJ A 
急置な需要地加に伴い．厩存先への6終結を置

来定
先するため

2149026Fl 日医工 ドキサゾソン碇0 Sm g 「日医工』 B 

2149026FI 日新型車 ドキサゾγン錠0, 5 m g 「NSJ A 

2149026FI 武田テパ77ーマ ドキサゾシン錠0 5 mg rテパ」 A 他社要因による需要地加のため．出荷調整中
未定市場シヱアが高い他社の状況

による

2149026FI 間進堂 ドキサゾγンltO Smg fYDJ A 
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E分 ー般名 YJ9 規絡 ·•位 冨造飯発承Ill 劃品名 出膏喧沼 出膏宜陣Z他出荷惇止の・由
出膏宜聞耳隊出膏静止の 星通鎗置

鯛民且也み周期 期限

内用車 ドキサ／シyメシルtt塩 2149026F2 lmgl錠 ヴィアトリス カルデナりン碇 lmg A 

2149026F2 ザンノーパ ドキサゾシ，ll!lmg「EME CJ A 

2149026F2 ニプロ ドキサゾシン錠1mg rN P』 A 
他社出荷闇監の彫ーにより割当にて既存先の

来定
倣量を継購供給＜！＞

他社幽荷調整の影曹により割当にて既存先の
2149026F2 ニプロESファーマ ドキサゾシy錠 lmg「タナペ』 A 

数量を継続供給中
未定

H田副 1・4

2149026F2 フ？イザ－upJ ドキサゾソン錠lmg「ファイザー』 A 

サワイ屋号品の1/90の阻売倣量の偽‘同時に
2021/2/12供枯停止事前報告．鍵

2149026F2 メディサ ドキサゾγン碇lmgrMEDJ c 出.'1i売中止の案内済み． 「サワ
出荷11111

イ』屋号品で代管致しておリます．

市渇シェアが低〈、他社出荷岡Eの・6曹によ

2149026F2 共和軍晶 ドキサゾシン錠lmg『アメルJ A 
り出荷開墜を継聾しております．

来宜
また、製造キャパシティーが不足しているた

めS骨量見込み11'長宜．

2149026F2 小休化工 ドキサゾシン盤1mg rMEEKJ 。
2149026F2 開弁 ドキサゾγン錠lmgrサワイJ A 

2149026F2 辰巳 ドキサゾγン錠1mg rr c K』 A 

2149026F2 畢生堂 ドキサゾシン鍵lmgr J G」 。弊祉行政処分に伴う生産遅延並びに出荷判定
2022'字国月以降

の畳躍が発生したことによる．

2149026F2 東和軍晶 ドキサゾソン健lmg 「トーワ』 A 
t.置な需要増加に伴い． 厩存先への供給を彊

来E
先するため

2149026F2 日医工 ドキサゾシン錠lmg「臼匡工」 0 富山第一工細業務停止の影哩 未定（グループ会社置檀成分で対応）

2149026F2 自衛担車 ドキサゾシン錠lmg rN SJ A 

2149026F2 lit田テパ77ーマ ドキサゾシン睦lmg「テパJ A 他社聖因による需璽治加のため‘出荷岡E中
来定市相シェアが高い他社の状現

による

2149026F2 掴進宜 ドキサゾゾンll!lmgrvoJ A 

内用車 ドキザゾシンメシル敵塩 2149026F3 2mgl錠 ヴィア トリス カルデナリン錠2mg A 

2149026F3 サンノーパ ドキサゾソン碇2mg「EME C」 A 

2149026F3 ニプロ ドキサゾγン錠2mg rN P J A 
他社出荷則置の，e，によリ割当にて眠存先の

来宜
微量を継続供給申

2149026F3 ニプロ E57ァーマ ドキサゾソン錠2mg「タナベJ A 
他社出荷周置の膨ーによリ’l当にて既存先の

未定
敏畳を継続供給中

2149026F3 ファイザーUp J ドキサゾシン鍵2mg「ファイザー』 A 

サワイ屋号品の1/30の店売数畳の調局、同時に
2021/2/12供拍停止事前線告・8・

2149026F3 メディサ ドキサゾソン佐2mg rME DJ c 
出荷周監

出．販売中止の案内務み． 「サワ

イ』屋号晶で代嘗致しておリます．

市崎シェアが低〈、他社幽荷岡亜の・5・によ

2149026F3 共初車品 ドキサゾシン舵2mg「アメルj A 
り出荷関置を継思しております．

来定
また、製造キャパシティーが不足しているた

め治産見込みは未定．

2149026F3 小林化工 ドキサゾシン錠2mgrMEEK』 0 

2149026F3 沢井 ドキサゾシン院2mg「サワイJ A 

2149026F3 置巴 ドキサゾシン錠2mg「TC KJ A 

野社製造工場における園通瞥理および品質管

2149026F3 畢生堂 ドキサゾシン健2mg「jG』 0 
理に問題がないかどうかの網眉的な胃査の過

2022年四月以陣
程で生産遅延並びに幽荷判定の連語が発生し

たため．

2149026F3 東和軍晶 ドキサゾシン111!2mg rトーワ』 A 
急激な需要滑加に伴い、既存先への供給を置

未定
先するため

2149026F3 日匡工 ドキサゾシン鍵2mg「目匡工』 0 富山第一工渇業務停止の修’ 未定（グループ会社.檀成分で封応）

2149026F3 日新型車 ドキサゾソン錠2mg rN SJ A 

2149026F3 置田テパファーマ ドキサゾシン錠2mg「テパ』 A 他社要因による需要治加のため、出荷調建中
未定’市場シェアが高い他社の状況

による

2149026F3 燭進量 ドキサゾγン錠2mg「YD』 A 

内用車 ドキサゾシンメシル酷塩 2149026F4 4mgl蛭 ヴィア トリス カルデナリン碇4mg A 

2149026F4 サンノーパ ドキサゾソン錠4mg「EME CJ A 

2149026F4 ニプロ ドキサゾシン1114mgrNPJ A 
他社幽荷聞置の彫’によリ割当にて既存先の

未定
舷量を継鏡供給申

2149026F4 ニプロ E577ーマ ドキサゾソン錠4mg「タナペj A 
他社幽荷岡監の彫ーによリ割当にて眠存9cの

来宜
敏量を継続供給中

2149026F4 77イザーUp J ドキサゾソン自主4mg「ファイザーJ A 

サワイ屋号晶の1/80の店売散量の;I¥，同時に
2021/2/12供枯停止事前報告．鍵

2149026F4 メディサ ドキサゾシン1114mg rME D』 c 出．匝宛中止の案内済み． fサワ
出荷悶E

イj屋号品で代嘗放しております．

市JIソヱアが低〈、他社出荷同置の膨曹によ

2149026F4 共和軍晶 ドキサゾシン錠4mg「アメルJ A 
リ幽荷岡聾を継続しております．

未定
また、製造キャパシティーが不足しているた

め治産見込みは未定．

2149026F4 小林化工 ドキサゾシンlllt4mgrMEEKJ 0 

2149026F4 沢井 ドキサゾシン錠4mg「サワイ』 A 

2149026F4 直巳 ドキサゾシン鍵4mg rr c K」 A 

2149026F4 f更生堂 ドキサゾソン誼4mg f J GJ A 

2149026F4 東和軍晶 ドキサゾγン・14mg rトーワ」 A 
急置な，e聾Jt加に伴い、厩存先への供給を恒

5長宜
9cするため

2149026F4 日匡工 ドキサソシン健4mg r臼匡工J 包

2149026F4 日新型車 ドキサゾシン・！4mgfNSJ A 

2149026F4 lit田テパファーマ ドキサゾシン錠4mg rテパ」 A 他社要因による需要地加のため、出荷周監中
5長定 ’市場シェアが高い他社の状況

による

2149026F4 陪進堂 ドキサゾゾン碇4mgfYDJ A 
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区分 鎗名 YJ9 規格・単位 II；＆販売承認 劃晶名 出曹蜘現 出膏宜lllllt由’停止の・・
出荷量陣Jl:lt出膏静止の 経過措置

鯛鶴見ll>h時閉 岡田

内用車 ドネベジル塩睡塩 l190012F3 3mgl鍵 OD鍵 M・iJI 5・1h・ ドキペジル温llt温OD鍵 3mg 「明治J

1190012F3 キョーリ yリメディオ ドネペジル塩陵塩ODl13m g 「省綜』 A 

1190012F3 ケミファ ドネベジル塩陸塩OD綻 3mg 「ケミファ』

1190012F3 サンド ドネペジル塩R担当匝OD睦3mg「ザンド」 A 

u;oo12F3 
‘・・－・.....

シオノ ドネベジ1•塩酸塩OD碇 3m E「科研j A 
’”・＇＂＂” l

一四叫町

11900l2F3 ダイ ト ドキベジルJlllt温OD鍵3mgfモチダ」 D 製造受庇先の生産スト ップの’E’ 未定

l190012F3 
附田市”…・ ""' 

ニプロ ドネペジル僅磁極OD錠JmgfN.PJ A 

l190012F3 ニプロESフTーマ ドネベジル温Ill!塩OD・Omgrタナベ」 A 

l190012F3 教急 ド才、ベジ1•地E融塩ODフィルム 3mg『EEJ A 

1190012F3 共劃未来77ーマ ドネベジJレ塩砲塩OD健3mg fF F P」 A 

.社副造所での製造方法、製造手順・不惜点

l190012F3 共和軍品 ドネベジル塩砲塩OD錠3mg rアメルJ D 
後を実~~.不備が無い製品、不備の解消が

未定
確認された製品から盆.！！を再開したことによ

る生産量Iι

1190012F3 皇2慎重 ドネベジル塩砲塩OD睦3mgfクニヒロ」

他社同成分製剤の供給停止による需要増のた
1190012F3 高図 ドネペジル趨政組ID0睦 3mgrタカタ」 c 

め生獲量』正
未定

1190012F3 全E ドネベジル塩厳塩00碇3mgfZEJ A 

l190012F3 大臣 ドネベジル温融塩OD錠3mg rオーハラ」 B 

l190012F3 第一三共エス77 ドネベジル塩雌塩00健 3mg[OSE P」 A 

1190012F3 沢井 ドネペジル塩政塩00・~3 mg rサワイ』 A 

1190012F3 lii<B ドネベジル塩檀塩O0113 m g 「TC KJ A 

l190012F3 東和聾晶 ドネベジル塩殴塩00錠3mg 「トーワ」 A 
急融な需要綱加に伴い、既存先への供給を置

先するため
未定

l190012F3 日匡工 ドネペジル塩政相IODl;t3 mg [Bili:工」 B 

1190012F3 日新劃聾 ドネペジル塩政塩OD錠 3mg r日新」 A 

1190012F3 日本ジェネリック ドネベジル塩置壇OD碇 3mg 「IGJ 0 E売中止 2020/12/01 発売中止案内発幽

1190012F3 日本軍工 ドネペジル塩限塩OD鍵 3mg「Np l」 A 

l190012F3 武田テパ7ァーマ ドネベジル塩酸塩OD錠 3mgfテパ」 A 他社要因による需要治加のため‘出荷岡監中
未定．市渇シェアが高い他祉の状況

による

1190012F3 lit田テバ讃晶 ドネベジル塩憧塩OD錠 3mgfTY K」 A 他社要因による鱒要槽加のため、出荷岡盤中
未定＂布渇シェアが高い他社の状況

による

l190012F3 掴進宜 ドネベジル塩陵塩OD’13mg 「YDJ A 

1190012F3 エーザイ アリセプト D錠 3mg A 

郷社製造所での劃遭方法、副遣手周囲・不帽点

内用車 ドロキシドパ 1169006Ml lOOmglカプセル 共和軍晶 ドロキシドパカプセル lOOmg「アメルJ 。検を実施し、不備が無い副晶．不備の解消が
未定

..隠された製品から生産を肩聞したことによ

る生産量延．

1169006Ml 日匡工ファーマ ドロキシドパカプセル lOOmg 「自匡工』 c 他社の供給状況不'.ilii'の修’ 未定

内用車 ドロキシドパ 1169006M2 200mglカプセル 共和軍晶 ドロキシドパカプセJl-20 Om g 「アメル」 A 汎用続痛の出荷開Eの為． 朱宜

1169006M2 日匡工ファーマ ドロキシドパカプセル 200mg「日匡工」 A 

内周磁 ドンベリ ドン 2399005Fl Smgl鍵 キョーリ yリメディオ ドンペリドン錠Smg「杏休J B ’Eリ当出荷中

2399005Fl サシノーパ ドンペリドン健 Smg「EME CJ c 
他社製品の欠品による代曾需要のため臨売が 在庫が潤沢になり虫第改替の見込

急増したため． み．

自社副晶としてほ前年実観レベル(103%）を幽
量発品シェアが高〈‘出荷が止まっ

荷していますが、他社製品の出荷が止まって
ている後発品製品が幽荷再開とな

2399005Fl 也和キリン ナウゼリン担5 A 
いる’E’で主文が滑加しており‘幽帯周墜を

り、当苗後多量晶が従来賓を凱給でき
継続しています．

る状況になれば出荷閤畳を解除でき
出荷開置を解除すると注文が集中するため現

ると考えている．
持点で解除を行っておりません．

国進受託先の状坦によリますが、 2

今期平均匝売散畳が前聞の120%.他社への 月上旬に欠品は解除される見込みで

2399005Fl 沢井 ドンベリドン碇 SmE「サワイ」 c 製造餐証品．問祉の業務修止の膨曹で一時欠 すが、その後の安定的に入荷される

晶見込み． （縁台湾｝ かは来宜であり具体的な解鯵時期の

目遣は立っておリません．

際社副造工喝における副盗管理および品質管

2399005FI 量生童 ドンベリドン粧 Smg「JGJ 0 
理に問置がないかどうかの網躍的な岡査の過

2022年11月以陣
担で生直通話並びに幽荷判定の量躍が発生し

たため．

2399005FI Ill原 ドンベリドン碇Smg「ツルハラ」

2399005Fl 東和軍品 ドンペリドン院SmE「トーワJ c 
自社他製剤との生産計画岡Eの兼ね合いによ

未定
る生産置躍のため

2399005Fl 日匡工 ドンベリドン碇Smg「日匿工J 0 他社の供給伏況不安定の，，. 来定

2399oosF1 日新国軍 ドンベリドン錠 5m f r日新J A 

2399005FI 置田テパ77ーマ ドンベリドン健Smg「タイヨー』 D 製造受10•からの納期遅延

2399005FI 冊道堂 ドンペリドン錠Smg[YOJ A 

内周車 ナフトピジル 2590009F2 SO mg l綻 あすか型車 ナフ トピジル1150 m g「あすか』 0 
受託先型車筆書守可取り下げによる自主回収の

未定
ため

2590009F2 エルメッド ナフ トピジル蛇SOmg 「EEJ A 

2590009F2 キョーリンリメディオ ナフトピジル健SOmg 「杏林」 A 

製造所が品質問圃に伴い、行政処分を受ける
今後副品納品がないため、確保涜み

2590009F2 マイラン ナフ トピジル睦Somg 「フTイザー』 c ことになった．これに伴い予定数量の確障が
の在庫で店売中止を検討中

できな〈なり．幽帯同Eを開始した．

2590009F2 旭化成ファーマ 7リパス院SOmg A 

2590009F2 高田 ナフ ト ピジ1•健 SO mg「タカタ」 c 
他社同成分割剤の供給停止による需要噌のた

来定
め生産畳居

2590009F2 小林化工 ナフトピジル健 SOmg[KNJ D 

2590009F2 辰巳 ナフトピジ1•tts om g「Tc K」 B 

2590009F2 費生堂 ナフトピジル鍵 50 mg [ J GJ 。弊祉行政蛙分に伴う生産遅延並ぴに幽荷判定
2022'字国月以降

の週躍が尭生したことによる．

2590009F2 東和車晶 ナフ トピジル錠SOmg『トーワ』 A 
急量な需要地加に伴い．車存先への供給を恒

未定
Sloするため

2590009F2 日E工 ナフ トピジル碇50mfI日匡工』 B 

2590009F2 掲進堂 ナフトピジル碇SOmgfYDJ A 
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区分 一般名 YJ9 続幡 I 単位 製造店売iil:ll! II品名 由膏続況 出膏軍陣耳抽出荷停止の・由
出膏茸lllt隊出膏静止の 経過鎗置

解操見込み聞周 期阻

内用車 ナフトピジル 2590009F4 SOmgl健 OD舵 あすか製車 ナフトピジル00錠 SOmg 「あすか」 0 
受託l¥011遣象齢可lll<リ下げによる自主回収の

来定
ため

2590009F4 エルメッド ナフトピジルOD睦 Somg「EEJ A 

2590009F4 キョーりンリメディオ ナフトピジルOD碇 SOmg「杏林』 A 割当幽荷中
--・ ... 陣町酔l’l

2590009F4 
--・・H .. ’.... I明 、

シオノ ナフ トピジルOD碇SOmE「フソーJ A 
帥 M・・・ ... 

2590009F4 ニプロ E577ーマ ナフトピジルOD貧富50 mg fタナペj A 
他社出荷関盤の，gーによリ劃当にて既存先の

来定
数置を組臨供拍中

2590009F4 マイラン ナ7トピジルOD健 Somg「ファイザーj B 

2590009F4 Ill化成ファーマ フリパスOD健 SOmg A 

2590009F4 共剖来集ファーマ ナフトピジルOD錠 SOmgfFFPJ A 

他社同成分担割の供桔停止による需要槽のた
2590009F4 高図 ナフトピジル00健5Om g fタカタ』 c 

め生産量腫
来宜

2590009F4 小林化工 ナフトピジルODll!SOmgfK N』 。
2590009F4 第一三共エス77 ナ7トピジル00錠 SOmgfOSEPJ A 

2590009F4 沢井 ナ7トピジルOD錠Somg 「サワイ』 A 

2590009F4 辰巳 ナフトピジ1•0011:somg 「TC KJ A 

2590009F4 議将軍晶 ナフトピジルOD錠SOmz「トーワJ A 
急置な需要地加に伴い.I!!存先への供給を置

来宜
9ーするため

2590009F4 日匡工 ナフトピジルOD健 SOmg 「日医工』 0 富山第工細業務停止の彫曹 2023年02月

2590009F4 日新型車 ナフ トピジル00・~5 Om g 「日新J A 

2590009F4 日東メディック ナフトピジルOOll!SOmg 「ニットーJ

2590009F4 日本ジェネリック ナフトピジルOD錠 Somg「jGJ A 
物流センター火見による在庫，宵失

未定
他社の出荷岡監

2590009F4 日本車工 ナフトピジルOD提SOmg「ケミファ』 A 

2590009F4 武田テパファーマ ナフトピジルOD碇 SOmg「テバJ A 他社要因による需要増加のため、出荷開E中 2022年2月に通常幽荷再開予定

2590009F4 同遭量 ナフトピジルOD健 Somg「YDJ A 

内用車 パルサルタン 2149041Fl 20mgl健 M目フ 71レ？ パルサル~ン錠20mg fMo」 A 

2149041Fl エルメッド パルサルタン綻20mgfEEJ 0 
受託副適用の廃業による自主回収 （l/31着

なし
手）

他社製品世拍停止毒事による引き合い相に生産
2149041Fl キョーリ ンリメディオ パルサルタン錠2Om g f杏林J 。

計画、在康状況が対応できないため
来宣

2149041Fl ケミファ パルサルタン錠20mg「ケミ 771

2149041Fl サンド パルサルタン錠20mg「ザンドJ A 

2149041Fl シオノ パルサルタン錠20mgfSNJ 0 車田削除のため 20220331 

2149041Fl ダイト パルサルタン錠20mg 「科研J A 

2149041Fl ＝プロ パルサルタン健20mg「ニプロ』 。眠売中止品目のため幽荷はいたしておりませ

ん．

2149041Fl ニプロ E577ーマ パルサルタン綻20mg「タナベJ A 
聾石工喝田虫の，gーにより割当にて厩存先の

5長宜
数量を継続自終結中

2149041Fl ノパルティス ディオパン錠20mg A 

2149041Fl ピオメディクス パルサルタン健20mg「BMOJ A 

2149041Fl ファイザー パルサルタン錠20mg「77イザー』 0 
原料の品質問直に伴い追加副遣ができな〈

5長宜
なったため．出荷停止した．

2149041Fl 共副来来ファーマ パルサルタン錠20mg「FF p J A 

勝社副造所での劃埠方E去、劃造手順・不備点

2149041Fl 共和.品 パルサルタン睦 2Om g fアメル1 0 
検を実絡し、不備が無い劃品．不備の解消が

未定
確寵された劃晶から生産を再開したことによ

る生産遅延．

2149041Fl 高図 パルサルタン碇20mgf？カタ』 A 

2149041Fl 拘図匝売 パルサルタン健20mg「モチダ』 A 

2149041Fl 小林化工 パルサルタン健 2Om g fK NJ 0 

2149041Fl 大原 パルサルタン健20mE「オーハラ」 0 
2021年11月末の悌祉受託先物置センターの火

来宜
民の・5・

2149041Fl 第一三共エス 77 パルサルタン舵 20mg「DSEP J A 

2149041Fl 沢井 パルサルタン睦 20mg「サワイJ A 

2149041Fl 直巳 パルサルタン位 20mg「TC KJ A 

214904IFI Ill廟 パルサルタン健 2Om g fツルハラJ

2149041Fl 東初日医晶 パルサルタン睦 20mE「トーワ』 A 
一定の在庫量の確保が可能となったため幽荷

2021年12月
開畳解除

2149041Fl 日匡工 パルサルタン院 20mg「日匪工』 B 

2149041Fl 日新型車 パルサルタン錠 20mE「日新J A 

2149041Fl 日本ジェネリック パルサルタン錠20 mg f J GJ A 他社の出荷閏E 未定

2149041Fl 日本車工 パルサルタン錠20mgfNP IJ 0 陪売中止 2021/9 l'i売中止

2149041Fl 間進堂 パルサルタン健20mgfYOJ A 
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区分 一般名 YJ9 規格・単位 製造原発承毘 組品名 出冒揖焼 出膏宜陣:R.lt出膏静止の・由
出膏茸”E怯出膏樺止の 担遇措置

解白鳥且也，，時期 岡田

内用車 パロキセチン塩II塩 1179041F2 20mgl舵 GSK パキシル錠20mg A 

ll79041F2 M・II Is• lk o パロキセチン健20mgf明治」

ll79041F2 あすか魁車 パロキセチン綻20 mg rA A」 A 

1179041F2 エルメッ ド パロキセチン院20mgrEEJ D 
受託製造所の蝿策による自主回収（1/31.

なし
手）

凶m

1179041F2 ケミファ パロキセチン院20mg「ケミフT」

ll79041F2 
•.•. ・・.....・H・－ 山.....

サンド パロキセチン錠20mg『サンド』 A 
1179041F2 サン ド77ーマ パロキセチン院20 mg rアスペンJ A 

1179041F2 ダイ ト パロキセチン舵20mg 「科研」 A 

ll79041F2 ニプロ パロキセチン碇20mg 「Np J A 

1179041F2 ニプロESファーマ パロキセチン睦20 mg rタナベj A 

1179041F2 77イザー パロキセチン健20 mg rファイザーJ A 

1179041F2 7.x.Jl.-ゼンファーマ パロキセチン健20mg「7%ルゼン」 A 

弊社製造所での製造方議．製造手順・不備点

ll79041F2 共和車晶 パロキセチン錠20mg「アメル」 。世を実施し、不備が無い劃晶、不備の解消が
5長定

確隠された副晶かりさ主~を再開したことによ

る生産量N.

1179041F2 高図 パロキセチン舵20mg 「タカタ」 A 

1179041F2 小林北工 パロキセチン錠20mgrKNJ 。
1179041F2 大興 パロキセチン健20mg 「DKJ B 

1179041F2 大原 パロキセチン蛇20mg 「オーハラ」 c 
2021年11月末の隣社望書託先物置センターの火

朱定
JJJ.の彫曹

1179041F2 第一三共エスフ？ パロキセチン院2omgrosE P」 A 

1179041F2 沢井 パロキセチン錠20mg 「サワイJ A 

1179041F2 匡巴 パロキセチン錠20mg「TC KJ A 

l179041F2 

’‘盟
パロキセチン錠ZOm g 「Ts U』

1179041F2 東和軍晶 パロキセチン綻20mg「トーワ』 A 

1179041F2 日医工 パロキセチン鍵20mg「目匡工』 D 富山第工渇家穆停止の彫・ 未定（グループ全社重置底分で対応｝

1179041F2 日新型車 パロキセチン錠20mg 「日新」 A 

l179041F2 日本ジェネリック パロキセチン錠20mg 「JGj A 

ll79041F2 日本車工 パロキセチン錠20mgrNP l」 A 

1179041F2 震回テパフ 7ーマ パ臼キセチン健20mg 「テパ」 A 通常幽荷＜！＞

1179041F2 陪進宜 パロキセチン碇20mg 「YD」 A 

内用資 パロキセチン塩敵塩 1179041F3 5 mg lit GSK パキシル錠5mg A 

1179041F3 M・1J IS o I k・ パロキセチン錠5mg r明治』

ll79041F3 あすか副議 パロキセチン粧SmιfA A』 A 

1179041F3 エルメ γ ド パロキセチン錠5mgrEEJ D 
餐E劃遣F析の鹿楽による自主回収（l/31着

なし
手）

’....’.. .. 
1179041F3 ケミ 77 パロキセチン錠5mg rケミファj

1179041F3 サン ド パロキセチン錠Smg 「サン ド」 A 

1179041F3 サン ドファーマ パロキセチン碇5mg「アスベンJ A 

1179041F3 ダイ ト パロキセチン錠Smg「判研』 A 

ll79041F3 ニプロ パロキセチン健5mg「Np J A 

1179041F3 ニプロ ESファーマ パロキセチン錠Smg 「タナペ」 A 

1179041F3 ファイザー パロキセチン碇Smg 「ファイザ－J A 

1179041F3 7xルゼンファーマ パロキセチン錠Smg 「フェルゼン』 A 

第祉制適所での劃造方法、副追手廟・不備点

1179041F3 共和軍品 パロキセチン碇5mg rアメル』 D 
検を実絡し.＂＇備が無い副品‘不帽の解消が

来定
権認された劃晶から生獲を再開したことによ

る生産運話．

1179041F3 高田 パロキセチン碇5mg rタカ~」 A 

1179041F3 小林化工 パロキセチン錠5mgrKNJ D 

1179041F3 大関 パロキセチン睦5mgroKJ 白

ll79041F3 大原 パロキセチン錠5mg rオーハラ」 B 

1179041F3 第ー三共エスファ パロキセチン錠smgrosEPJ A 

1179041F3 問弁 パロキセチン監5mg rサワイJ A 

1179041F3 直巳 パロキセチン錠Smg 「Tc K」 A 

1179041F3 鍋廟 パロキセチン綻5mg rr s U」

1179041F3 東和車晶 パロキセチン睦5mg rトーワ」 A 

1179041F3 日匡工 パロキセチン碇5mg r日医工」 B 

1179041F3 日新製車 パロキセチン錠5mg r日新』 A 

1179041F3 日本ジェネリック パロキセチン舵5mgr J G』 A 

1179041F3 日本軍工 パロキセチン錠5mgrN PI J A 

1179041F3 震田テパ77ーマ パロキセチン健5mgfテパJ A 通常出荷中

1179041F3 描進堂 パロキセチン錠SmgrvoJ A 

受E副適所での聾合性点検を評価したとこ

内用車 ハロベリドール l179020Cl 1%lg 共和麓晶 ハロペリドール個世 1%「アメル」 D ろ、規制当局との相闘が必要な・項を確Iiiし 来E

ましたため、今後相E演を埠備する予定です．

1179020Cl 高図 ハロベリドール細粗1%「タカタ」 B 

1179020Cl 大日本住友 セレネース細世1% A 

1179020Cl ．． 原 ハロベリドール掴世 1% 「ツルハラ」

1179020Cl 田辺三董 ハロベりドール個桂 1%「ヨシ トミ」 A 

l179020Cl 東和車品 ハロペリドール個性！%「トーワ」 A 

際社副造所での製造方治、製造手廟・不情点

内用譲 ハロベリ ドール 1179020F2 lmgl綻 共和軍品 ハロペリドール錠lmg rアメル』 A 
後を実!I!L、不備が無い副晶、不｛漕の解消が

2022年12月
確隠された割品か勺生産を再開したことによ

る生産量Iι

1179020F2 高田 ハロベリドーi•ltl m g『タカタ』 B 

l179020F2 大日本住友 セレネース世 lmg A 

1179020F2 畳生堂 ハロベリドール瞳1mg r J GJ D 製品慣準．の不帽に伴う金庫遅延． 未定

弊社製造所での製造方法．製造手順・不幅点

内用車 ハロペリドール l179020F3 1 5mgl健 共和車晶 ハロペリドール鍵 1.Sm g「アメルJ A 
後を実施し．不備が無い劃晶．不備の解消が

2022l手12月
確寵された副晶から生..を再開したことによ

る生産遅延．

1179020F3 大日本住友 セレネースltl. 5 mg A 

~社製造工樋における国量管理および品質管

1179020F3 .生量 ハロベリドール碇1.Sm g「jGJ D 
理に問題がないかどうかの餌腫的な間査の過

来定
程で生産量居並びに出荷判定の量延が発生し

たため．

l179020F3 ．． 原 ハロベリドール鍵1.Sm g「ツルハラ」

1179020F3 国辺三葺 ハロベリドール碇1 Sm g「ヨシトミJ A 
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区分 般名 YJ9 規格・胤位 製造販売承毘 劃品名 出冒崎現 出膏宜陣旦他出荷惇止の・由
出膏童陣且隊出膏停止の 瞳遇措置

瞬時見也み周期 期間

鮮祉国造所での劃途方法、劃追手順・不情点

内周車 ハロベリドール 1179020F5 3mel提 共和軍品 ハロベリドール腔3mg「アメル」 A 
倹を実!Iiし、不備が無い副晶、不帽の解消が

2022年12月
E重臣された劃晶から生産を再開したことによ

る生産軍I正．

l179020F5 大日本住宜 セレネース誼3mg A 

弊祉行政処分に伴う生産量足並ぴに出荷判定
ll79020F5 長生量 ハロベリドール健 3mg「JGJ 。

の量涯が発生したととによる．
来定

1179020F5 回盟主董 ハロベリドール健3mg「ヨシトミJ A 

内周車 ピオグリタゾン塩陰湿 3969007Fl !Smgl鍵 エルメッド ピオグリタゾン鍵！Smg「EEJ B 

3969007Fl キ且ーリンりメディオ ピオグリタゾン蛇！ Smg「杏林」 A 割当出荷ゆ

3969007Fl ケミ 77 ピオグリタゾy錠！ Smg「ケミファ』

3969007Fl サンド ピオグリタゾン睦I5 m & rサンド』 A 

3969007Fl 三プロ ピオグリタゾン院！ SmgrNPJ A 
他社出荷関車の’E’によリ割当にて厩存l¥;の

未定
数量を継続供枯中

3969007Fl ニプロESファーマ ピオグリタゾン院！ Smg『タナベ』 A 

3969007Fl フ7イザー ピオグリ夕、／ン鍵 ismg「ファイザー」 A 

3969007Fl 共劃未来フアマ ピオグリタゾン碇！ SmgrFFPJ A 

"l.土国適用での製造方法、製造手廟・不情点

3969007Fl 共和！￥！品 ピオグリタゾン錠！ SmgfアメルJ D 
倹を妥結し、不備が無い劃晶、不備の解消が

未定
確寵された製品から生産を再開したことによ

る生産量延．

3969007Fl 高田 ピオグリタゾン腔！ Smg「タカタ』 A 

3969007Fl 待問販売 ピオグリタゾン鍵！ Smg「モチダ』 A 

3969007Fl 小林化工 ピオグリタゾン睦I5 mg rM EE K』 D 

3969007Fl 全星 ピオグリ夕、／ン鍵！SmgrzEJ A 

3969007Fl 大原 ピオグリタゾン躍 I5 m £ rオーハラ』 B 

3969007Fl 第一三共エスファ ピオグリタゾン鍵！ SmgrosE P』 A 

3969007Fl 沢井 ピオグリタゾン健！ Smg『サワイ』 A 

3969007Fl /jj[B ピオグリタゾン健！ SmgrTCKJ A 

3969007Fl 健康 ピオグリ夕、／ン錠 ！SmgrTSUJ

3969007Fl 東和重品 ピオグリタゾンIU5mg『トーワ』 A 
急置な需要治加に伴い、既存先への供給を置

先するため
未定

3969007Fl 自匡工 ピオグリタゾン鍵！ Smg『自医工』 B 

3969007Fl 目続副車 ピオグリタゾン匝I5 mg rN S」 A 

3969007Fl 日本ジェネリ γク ピオグリタゾン睦I5 mg r J GJ A 

3969007Fl 日本軍工 ピオグリタゾン錠 15mgrNPIJ A 

3969007Fl 置田テパプァーマ ピオグリタゾン鍵ISmg fタイヨー』 D 中止晶 20220331 

3969007Fl 世田テパファーマ ピオグリタゾン自主 ！Smgf武田テパ』 A 他社要因による需要地加のため、出荷同車中
供給開園先生以前と比唖L140%以上

幽荷． 在庫田恒見込み朱~－

3969007Fl 賞田テパ軍晶 アク トス綬15 A 100錠包量以外通常幽荷中 2023年6月以陣（I凹錠包装）

内用車 ピオグリタゾン温殴塩 3969007F2 30mgl健 エルメッド ピオグリタゾン鍵3Om g rE E」 B 

3969007F2 キ量一リンリメディオ ピオグリタゾン鍵30mgf沓俳j A 劃当幽荷中

3969007F2 ケミフ？ ピオグリタゾン睦30 mg rケミファj

3969007F2 サンド ピオグリタゾン健30mg『サンド」 A 

3969007F2 ニプロ ピオグリタゾン鍵30mgrNPJ A 
他社幽荷開墜の膨’によリ割当にて既存先の

来定
敏量を総長供給中

3969007F2 ニプロ ESファーマ ピオグリタゾン錠30 mg rタナペJ A 

3969007F2 77イザー ピオグリタゾン錠30 m. rファイザーj A 

3969007F2 共t•J来来フアマ ピオグリタゾ，lt30mgrFFPJ A 

際社副造所での劃盗方2妻、割追手順・不｛省点

3969007F2 共和軍品 ピオグリ夕、／ン錠30mg『アメル』 。慢を実錯し、不備が無い担晶、不惜の解消が
未定

確寵された製品から生産を湾聞したことによ

る生産遅延．

3969007F2 高田 ピオグリタゾン鍵30mgfタカタ』 A 

3969007F2 拘回匝売 ピオグリタゾン院30mgfモチダ』 c 安託副遣先での型車遅延 2022'手2月中旬

3969007F2 'J林化工 ピオグリタゾン院30mgrMEEKJ D 

3969007F2 全阜 ビオグリタゾン位30m£ rzEJ A 

3969007F2 大廟 ピオグリタゾン錠30mg「オーハラ』 。2021年11月末の際社安眠先物班センターの火
来定

買の膨’

3969007F2 第ー三共エスファ ピオグリ夕、＇／，睦 30mg「DSEP J A 

3969007F2 沢井 ピオグり夕、＇／＇ lt30 m g「サワイ」 A 

3969007F2 辰巳 ピオグリタゾン睦30mg「TC KJ A ...• ドー...
3969007F2 .原 ピオグリタゾy鍵30mg「Ts U』

3969007F2 東和車晶 ピオグリタ ゾン碇30mg「トーワJ A 
定の在庫量の確保が可能となったため幽荷

2022年l月
開盤解除

3969007F2 日匡工 ピオグリタゾ＇lt30 m g「目匿工』 包

3969007F2 日新製車 ピオグリタゾy錠30mgrNSJ A 

3969007F2 日本ジェネリック ピオグリタゾン鍵30mg「JGJ A 

3969007F2 日本軍工 ピオグリタゾン鍵30mgrNP IJ A 

3969007F2 貧困テパフTーマ ピオグリタゾン錠30mE「タイヨーJ D 中止晶 20220331 

3969007F2 貧困テパファーマ ピオグリタゾンlt30 m E「武田テパ」 A 他社要因による需要治加のため、出荷閤豊中
供給聞置発生以前と比暫し140%以上

出荷．在織田檀見込み朱宜．

3969007F2 宜田テパ車品 アクトス錠30 A 通常出荷中

内周監 ピオグリタゾン溜敵溜 3969007F3 !Smg l睦 OD蛭 キョーリンリメディオ ピオグリタゾン00畦！ Smg「杏林」 A 

3969007F3 ケミファ ピオグリタゾンoOltl 5 m g「ケミファJ

3969007F3 フ7イザー ピオグリタゾンDOii:!Smg「ファイザーJ A 

3969007F3 共創未来フ？ーマ ピオグリタゾン00健 ！SmgrFFPJ A 

3969007F3 高田 ピオグリタゾンOOltl 5 m g「タカタj A 

3969007F3 小林化工 ピオグリタゾy0 D碇！ SmgrMEEKJ 。
3969007F3 第一三共エスファ ピオグリタゾンOD鍵！ SmgrosEPJ A 

3969007F3 ヨ便利車晶 ピオグリタゾン00睦 ！Smg『トーワJ A 
－~の在庫量の健保が可能となったため幽荷

2021年12月
間盤解除

3969007F3 Bil!工 ピオグリタゾンODltlSm g『日匪工J B 

3969007F3 白紙副車 ピオグリタゾンOD鍵 15 mg rN SJ A 

3969007F3 日本軍工 ピオグリタゾンODlt!Smg rNP IJ A 

3969007F3 宜田テパ車晶 アクトスOD錠I5 A 通常幽荷中
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区分 一般名 YJ9 規鰭・単位 園通販売承，e 副品名 出曹側目 出膏宜・Z棺出膏骨止の・由
出荷重陣Z隊出荷静止の 経過措置

樹園軽量且a臨時期 期限

内用車 ピオグリタゾン纏置塩 3969007F4 30mg l碇 ODl!i: キEーリ yりメァィオ ピオグリタゾ＞＇ 0Dll!30mg「杏林j A 

3969007F4 ケミ 77 ピオグリタゾンODll!30mg「ケミファj

3969007F4 77イザー ピオグリ~ゾンOD錠30mgfファイザー』 A 

3969007F4 共劃未来ファーマ ピオグリタゾンoDll!3 Om g「FF p J A 

3969007F4 
.• ・・・－・・a ．”・・・・・...』 ”1 ' 

高図 ピオグリタゾン00院30mg「タカタ」 A 
” ”  3969007F4 小林化工 ピオグリタゾンoDll!3 Om g「MEE KJ D 

”・”...‘・H・，...
3969007F4 第一三共ヱス77 ビオグリタゾンOD錠30mg「DSEP J A 

3969007F4 東和軍晶 ピオグリタゾンOD錠30 mg rトーワ」 B 
-l!'.の在庫量のII保が可能となったため幽荷

2022年1月
周監解除

3969007F4 日匡工 ピオグリタゾy0 D佐30mg『日匡工」 B 

3969007F4 日新匝車 ピオグリタゾンOD使30mgrNSJ A 

3969007F4 日本建工 ピオグリタゾンOD碇30mtrNP IJ A 

3969007F4 自民図テパ車晶 アク トスOD錠30 A 通常幽荷中

内用車 ピタパスタチンカルシウム 2189016Fl Imel碇 Mo I) IS ol k • ピタパスタチンCa錠！ meI明治j

21890!6Fl エルメ γ ド ピタパスタチン c.健lmg rE EJ A 

2189016Fl キョーリ yリメデ4オ ピタパスタチンC且瞳Img「杏林』 A 

21890!6Fl ケミ 77 ピタパスタチン c.錠 ImE「ケミフ 7J

2!890!6Fl サンド ピタパスタチンc.院 Img「サンドJ A 

2189016Fl ダイト ピタパスタチン c.院 Img「科研』 A 

2189016Fl テイカ型車 ピタパスタチンカルシウム鍵 lmgfKOGJ A 

2l89016Fl ニプロ ピタパスタチン C•lli:lm E「Np J A 
他社幽荷岡墜の・6ーによリ割当にて既存先の

未定
微量を継続供給中

2l89016Fl ファイザー ピタパスタチンc.健 Img「ファイザー』 A 

2189016Fl 共削未来ファーマ ピタパスタチン c.健Img「FF p J B 

際社製適所での劃途方日在、劃追手闇・不情点

2189016Fl 尖和軍品 ピタパスタチン c＇睦 ImE「アメルj D 
畿を実錯し、不備が無い岨晶、不備の解消が

未定
確院された盟晶から生量を再開したことによ

る生産遅延．

21890!6Fl 奥羽 リパロ世 ！mg A 

2189016Fl 高田 ピタパスタチン c.錠 ImE「タカタ』 c 
他社同成分製剤の供蛤停止による需要増のた

未定
め生産遅延

2189016Fl 三和化学 ピタパスタチYC園陸 Img「三相』 A 他社出荷四甚に伴う需要相 未定

2!89016Fl 術関販売 ピ~パスタチンカルシウム錠！ me 「モチダj A 

2189016Fl 小林化工 ピタパスタチンc.錠！ mgfMEE K』 D 

2189016Fl 金星 ピタパスタチンカルシウム錠Imz「ZE」 A 

2189016Fl 大興 ピタパスタチンC圃錠 lmE「DKJ B 

2189016Fl 沢井 ピタパスタチンC目l健lmg「ザワイ」 A 

2189016Fl 辰巳 ピタパスタチン c.腔 lmE「TC KJ A 

2189016Fl .原 ピタパスタチンCE錠 ImE「ツルハラ」
”””・..帽

急激な需要槽加に伴い、既存先への供給を置
21890!6Fl 東和車晶 ピタパスタチン c＇睦 ImE「トーワ』 A 

先するため
未定

2189016Fl 日匡工 ピタパスタチンカルシウム健lmg「自医工」 B 

2189016Fl 日新劃聾 ピタパスタチンc.碇lmg「日新』 A 

2189016Fl 日本ジェネリック ピタパスタチンc.鍵 lmg「JGJ B 他社の幽荷岡E 来宜

2189016Fl 武田テパファーマ ピタパスタチンカルシウム世 Img「テパ」 A 他社要因による需要噌加のため、出荷四豊中
未定（各社の出荷詞墜解除の時期に

よる）

2189016Fl 聞撞堂 ピタパスタチン c.錠！ mg「YDJ A 

内用車 ピタパスタチンカルシウム 2189016F2 2mgl匝 Mo I) IS• lk • ピタパスタチンC且碇2mE「明治j

2189016F2 エルメ ッド ピタパスタチンColl!2mg「EEJ A 

2189016F2 キョーリンリメディオ ピタパスタチン C•11!2 m E「杏林j A 

2189016F2 ケミフT ピタパスタチンc.鍵2mg「ケミフ 7J

2189016F2 サンド ピタパスタチン c.錠2mE「サンド』 A 

2189016F2 ダイト ピタパスタチン c.睦2mE「科研』 A 

2189016F2 テイカ副車 ピタパスタチンカルシウム1!2mg「KOGJ A 

2189016F2 ニプロ ピタパスタチンCa錠2mg rN P』 A 
他社幽荷聞聾の修曹によリ割当にて既存先の

来定
微量を継続供結中

2!89016F2 77イザー ピタパスタチン c.碇2mE「ファイザーj A 

2189016F2 共創来来77ーマ ピタパスタチン c.碇2mgrFFPJ A 

弊社副進所での劃途方法、製造手順・不備点

2189016F2 共和軍晶 ピタパスタチン c.錠2mgfアメル』 D 
検を童館し、不備が無い岨品．不備の解消が

来定
事室寵された製品から金庫を再開したことによ

る生産遅延．

2189016F2 異相 りパロ錠2mg A 

2189016F2 高田 ピ~パスタチン c. 碇 2 m' rタカタj A 

2189016F2 三和化学 ピタパスタチンc.碇2m' r三和J A 他社幽荷開宣に伴う需要柵 未定

2189016F2 向図販売 ピタパスタチンカルシウム健Em g「モチダ』 A 

2189016F2 小林化工 ピタパスタチン C•ll!2mg rMEEKJ 。
2189016F2 全量 ピタパスタチンカルシウム盟Zm g「ZEJ A 

2189016F2 大興 ピタパスタチンc.睦2mgrDKJ B 

2189016F2 沢井 ピタパスタチンc.錠 2mgfサワイ』 A 

2189016F2 辰巳 ヒ・9パスタチンc.健Zm g「Tc KJ A 

2189016F2 .原 ピタパスタチンC画錠Zm z「ツルハラ』

急置な需要地加に伴い、厩存先への供給を置
2189016F2 東和聾晶 ピタパスタチンc.錠 2mgrトーワ」 A 

先するため
来定

2189016F2 日匡工 ピタパスタチンカルシウム鍵Zmg「日医工j B 

2l890l6F2 日新型車 ピタパスタチン C•l::12 m g「日新」 A 

2189016F2 日本ジェネリック ピタパスタチンC且睦2mg「JGJ B 他社の出荷聞置 未定

2189016F2 武田テパ77ーマ ピタパスタチンカルシウム蛇2m g「テパ」 A 通常幽荷中（需要急泊中｝

2189016F2 隠避量 ピタパスタチンC•11!2m E「YDJ A 
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区分 般名 YJ9 規絡 ・単位 阻造販売承毘 劃品名 出膏続慣 出置車Ula出荷静止の圃由
由膏車陣Z他出膏静止の 優遇措置

鯛民毘也働時周 嗣限

内周車 ピタパスタチンカルシウム 2189016F3 4mgl錠 M・IJ IS• 1k • ピタパスタチンc.錠4mg r明治』

2189016F3 エルメ ーyド ピタパスタチン Ca錠4mg fE E』 A 

2189016F3 キーーりンリメディオ ピタパス ~チン c.錠4mg 「杏林J A 

2189016F3 ケミ 77 ピタパスタチン c.錠4mg「ケミファj

2189016F3 サン ド ピタパス~チン c. 綻 4 m g「サンド』 A 
同町’.......

2189016F3 ダイ ト ピタパスタチンc.健4mg「科研』 A 

2189016F3 テイカ劃聾 ピタパスタチンカルシウム錠4mg「KOGJ A 

2189016F3 ニプロ ピタパスタチンC白血t4mg [N P』 A 
他社幽荷周置の彫ーによ IJ割当にて厩存先の

未定
舷量を総経供給申

2189016F3 77イザー ピタパス~チン Ce 睦4mg 「ファイザ－J A 

2189016F3 共111未来ファーマ ピタパスタチンc.錠4mg[FFPJ A 

弊社製造所での製造方法、劃造手順．不備点

2189016F3 共和軍晶 ピタパスタチンCelt4 m g「アメルJ D 
倹を実施し、不備が無い担晶、不帽の解消が

来定
確置された製品かり生度を湾翻したことによ

る生産遇延．

2189016F3 異相 リパ口健4mg A 

2189016F3 高田 ピタパスタチンC且睦4mE「タカタ』 A 

2189016F3 三相化学 ピタパス~チンc.綻4mg「三和J A 他社出荷開畳に伴う需要綱 来宜

2189016F3 持田E売 ピタパスタチンカルシウム錠4mE「モチダ』 A 

2189016F3 小林化工 ピタパスタチンc.錠4mg[MEEKJ 。
2189016F3 全星 ヒ・タパスタチンカルシウム錠4mg 「ZEJ A 

2189016F3 大興 ピタパスタチン c.睦4mE「DKJ B 

2189016F3 問弁 ピタパスタチンC目錠4mg「サワイ」 A 

2189016F3 辰巳 ピタパスタチン Celt4 m E「TC KJ A 

2189016F3 ．． 廟 ピタパスタチン c.錠4mg 「ツルハラJ

2189016F3 東和躍晶 ピタパスタチン Celt4mgfトーワ』 c 
自社他量刑との生産計画四艶の兼ね合いによ

未定
る生直通Jiのため

2189016F3 日匪工 ピタパスタチンカルシウム錠4mE「日医工』 自

2189016F3 日新組車 ピタパスタチンC圃睦4mz 「日新』 A 
叫・』 ・・M蝿”’M・4 聞

2189016F3 日本ジェネリック ピタパスタチンC園錠4mg 「IGJ c 他社の幽荷関車 来定

2189016F3 武田テパ77ーマ ピ~パス t骨子ンカルシウム碇 4 mg 「テパ』 A 通常出荷中

2189016F3 間道堂 ピタパスタチンCe錠4mg rv D』 A 

内用車 ピタパスタチンカルシウム 2189016F4 lmgl錠 OD錠 M・1)I 5・ik• ピ~パスタチン Ce ・ 0 D健 lmg 「明治」

2189016F4 キョーリンリメディオ ピタパスタチンCe O D錠 Img「杏林j A 割当出荷中

2189016F4 ダイト ピタパスタチンC串 ・OD錠 Img 「JGJ 8 

2189016F4 テイカ副車 ピ.パス.千ンカルシウム00量産lmifKOGJ D 盟品自収後の処方改良ため 朱宜

2189016F4 マイラン ピタパス.チンC• • OOl'1m• l7Tイザー』 日

2189016F4 奥羽 リパ口 ODltlmg D 
有助期間 3l手の安定怯を担障できないことか

5保定
ら、処方聖Eを検肘中のため

2189016F4 小林化工 ピ.パス.チンC畠・0D鍵 lmg「MEE K』 D 

2189016F4 沢井 ピタパスタチンc. 0 D錠！ mg「サワイj A 

2189016F4 3便利車品 ヒ・タパス？チンCa・ 0 D錠 lmg「トーワ』 A 
急置な需要槽加に伴い、眠存先への供給を置

来宜
l¥;するため

2l89016F4 日匡工 ピタパユタチンカルシウムOOli!lmcfBllIJ D 富山第一工渇集務停止の’E’ 2023年09月以陣

内用車 ピタパスタチンカルシウム 2189016FS 2mgllt OD躍 Mo I J IS• 1k • ピタパスタチンCa・ OD錠 2mg「明治』

2189016FS キョーリンリメディオ ピタパスタチンC圃・ OD錠 2mg 「杏林j A 割当幽荷中

2189016FS ダイト ピタパスタチンC圃 OD錠 2mg 「JGJ 自
”－ .』

2189016FS テイカ型車 ピタパス9チンカルシウム00賞Zma「KOG) A 

2189016FS マイラン ピヨ旨パスタチンc. 0 b霞Zm g「77イザーJ 日

2189016FS 奥羽 リパロ OD誼 2mg A 

2189016FS 小株化工 ピタパスタチンC畠ー DD錠2mz「MEE KJ D 

2189016FS 沢井 ピタパスタチンCa・ 0 D錠2mg「サワイ』 A 

2189016FS 東和軍晶 ピタパスタチンCa OD錠 2mg「トーワj A 
急置な需要3・加に伴い、既存先への供給を置

未定
l¥;するため

2189016FS 日匡工 ピタパスタチンカルシウム0Dli!2mE「自匪工j 。富山第ー工渇業誘停止の，，. 2023年09月以降

内用車 77ムシクロピ＇＂ 6250031Fl 250mgl錠 コ－Tパイオテフクベイ ファムシクロピル錠250mg 「YDJ A 

6250031Fl ダイ ト ファムシクロピル綻250mg 「JGJ 目

6250031Fl ファイザー ファムシクロピル錠2SO mg fファイザーJ A 

6250031Fl 旭it成77ーマ 77ムピル錠250mg A 

6250031Fl 共副未来ファーマ フ？ムシクロピル健250mg「共創来来』 A 

6250031Fl 高図 77ムシクロピル健250mg 「タカタ』 c 
他社問成分製剤の供給停止による需要増のた

来定
め生産遅延

6250031Fl ’l、財家賃童 77ムシクロピル碇250mg「日本属揖』

6250031Fl 小林化工 77ムシクロピル院250mE 「KNJ D 

6250031Fl 第ー三共ヱス77 77ムシク ロピル1:125 Om g 「DSEP J D 受託先における事案によリ製造停止 当面続く予定

6250031Fl 沢井 77ムシク ロピル錠250mg 「サワイJ A 

自社他製剤との生産計画珂畳の策ね合いによ
6250031Fl 東和軍晶 ファムシクロピル健250mgrトーワj 自

る生直通I孟のため
来定

6250031Fl 日匡工 ファムシクロピル錠250mgr日匡工j A 
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区分 般名 YJ9 規格単位 製造店売承R! 製品名 出膏斡悦 出膏宜陣llli出荷静止の圃由
出膏宜聞Z館由膏静止の 経過措置

情焼見也働時期 聞阻

内用車 フルポキサミンマレイン阻塩 1179039F2 50mgl錠 Mo I I IS o lk o デプロメル佐50

他社製品の供枯遅延及び幽荷開畳等の，e，を 他社製品の状況）；＼.ぴ弊杜製品への需

l179039F2 アッヴィ ルボックス碇50 A うけ、惣定をよ回る本剤への需要増加による 要を総合的に勘案し、本剤の出荷謂

ため 盤解除時期を後肘予定

1179039F2 ヱルメッド フルポキサミンマレイン.塩&i:SOm E「EME CJ 
””’ー．，＋・...

キョーリンリメディオ 7Jレポキサミンマレイン敵塩鍵50mg「杏林」 劃当出荷中1179039F2 
“ー．， H・帽’....“日•• ・- hー

他社出荷悶監のfl曹によリ割当にて既存先の
l179039F2 ニプロ フルポキサミンマレイン随塩錠5Om g rN P J A 

数量を継蝉供給中
未定

2021'手3月に経遇措置期間移行しておリ、ま
2021'李3月に経遇措置期間移行してお

1179039F2 ファイザー 7ルポキサミン7レイン量塩血宣告白mE「7rイザー』 その他 り、また弊社からも2021年8月最終 20220331 
た際社からも2021年8月鰻終出荷済み

出荷済み

弊社副造所での劃造方法、劃造手順魯不備点

1179039F2 共和軍品 フルポキサミンマレイン.塩健SOmg「アjIレj D 
検を実施し、不備が無い担晶、不帽の解消が

来宜
確寵された製品から生盆を再開したことによ

る生産遅延．

1179039FZ 高図 7Jレポキサミンマレイン阻塩健5Om& r • カ •J 。委託製造先盟遭遇延 未定

1179039F2 大興 7Jレポキサミンマレイン腫塩錠SOmg「jGJ D 車価削除圏撞幽

1179039F2 沢井 7Jレポキサミンマレイン瞳駆使SOmE『サワイJ A 

胴上副造工場における製造管翠および品質管

1179039F2 f民生堂 フルポキサミンマレイ y敵塩錠SOmg「CHJ 。理に聞置がないかどうかの網躍的な問査の過
来定

程で生産遅延並びに出荷判定の量耳が発生し

たため．

1179039F2 東和軍晶 フルポキサミンマレイン阻塩健SOmE『トーワJ A 
急置な需要増加に伴い、厩存タもへの供給を置

来宜
l¥;するため

1179039F2 日医工 フルポキサミンマレイン.塩錠SOmg『日医工j B 

ll79039F2 置田テパ聾晶 フルポキサミンマレイン置塩健SOmg「Ty KJ 。副遺委託先からの舶j相畳延 2022'李2月に供給再開予定

ll79039F2 用量堂 フルポキサミンマレイン.塩綻5Omg rv DJ A 

内用調E フルポキサミンマレイン取塩 ll79039F3 75mgl錠 Mo I I IS o lk o デプロメール錠75 

他社製品の供給量腫Eぴ出荷調畳等の彫・を 他社製品の伏況及び際社副品への需

1179039F3 アッヴィ ルボックス腔75 A うけ、想定を上回る本剤への需要相加による 要を総合的に勘案し、本剤の幽荷開

ため 盤解除時期を検肘予定

1179039F3 エルメッド フルポキザ主Yマレイン阻塩舵75mE「EMECJ A 

1179039F3 キョーりyリメディオ フルポキサミンマレイン憧塩錠75 m g「杏林」 D 
他社製品位給停止等による引き合い泊に生産

未定
肝画、在庫状況が対応できないため

1179039F3 ニプロ フルポキサミンマレイン随塩健75mgrNPJ A 
他社出荷開置の，g，によリ劃当にて既存先の

来定
数量を総院供給中

2021'李3月に経過措置期間移行しており、ま
2021'手3月に睦遇措置嗣間移行してお

1179039F3 77イザー 711-if,キザEンマレイン融塩町75mE「7rイザーJ その他 り、また参事社かbも2021年8月最終 20220331 
た際社からも2021•手8月量終出荷済み

出荷済み

JN;社製造所での製造方法、製造量手順・不情点

1179039F3 共和軍品 フルポキサミンマレイン瞳塩錠75m• 「アメルj 。検を実施し、不備が無い劃品、不備の解消が
未定

否権隠された劃晶から生産を再開したことによ

るさ生産量lll.

1179039F3 高田 7'レポキサミンマレイン.塩担75mE「タカタj D ヨ昏匠製造先製造遅延 未定

1179039F3 大興 フルポキサミンマレイン融塩錠75mg「JGJ D 車価削除飯能幽

1179039F3 沢弁 フルポキサミンマレイン園陸塩1!75mgfサワイj A 

勝社製造工場にお付る製造管理および品質管

ll79039F3 長生堂 フルポキサミンマレイン雌塩錠75 mg「CHJ D 
理に問置がないかどうかの輯雁的な闇査の過

来宜
裡で生産遅延並びに出荷判定の遅延が発生し

たため．

1179039F3 東和軍品 フルポキサミンマレイン.塩健75mgrトーワj A 
:t量な需要綱加に伴い、既存先への供給を置

未定
l¥;するため

1179039F3 目匡工 フルポキサミンマレイン阻塩霞75m(r日医工j D 富山第一工掲業務停止の修曹 2023年四月以降

1179039F3 武田テパ軍品 フルポキサミンマレイン陪塩店主7Sm f rT Y KJ A 他社要因による需要地加のため、出荷閤’E中
来定（各社の出荷開盤解陣の時期に

よる）

1179039F3 間進堂 フルポキサミンマレイン班塩錠75 mg rv DJ A 

内用車 プレガパリン ll90017F3 150mg1碇 OD盤 ヴィアトリス リリカOD駐150mg A 

ll90017F3 キョーリyリメディオ プレガパリン0 D綻150mg「杏林J A 

ll90017F3 ケミフ？ プレガパリンODlll50m g「ケミ 77J

1190017F3 サンド プレガパリンOD錠l50mE「サンド』 A 

1190017F3 ダイト プレガパリンOD錠l50mg「科研」 A 

ll90017F3 ニプロ プレガパリンODlll50m g「ニプロj A 

ll90017F3 77イザ－ UPJ プレガパリンOD錠150mg「ファイザー」 A 

ll90017F3 フェルゼンファーマ プレガパリンOD毘15 0 m. rフェルゼンJ A 

ll90017F3 共制未来ファーマ プレガパリンOD院l50mE「KMPJ A 

1190017F3 共和重品 プレガパリンOD佐150mz「アメル』 A 
予告掲シェアが低〈‘他社幽荷開Eの’Z曹を畳

現在出荷開聾はしておりません
ける可能性があります．

1190017F3 三宣 プレガパリンOD健l50mg「三宜j A 

ll90017F3 小林化工 プレガパリンOD碇150mg「KNJ D 

ll90017F3 全星 プレガパリンOD碇150mE「ZEJ A 

1190017F3 大原 プレガ，，リンOD舵l50mE「オーハラ」 B 

1190017F3 第一三共エス77 プレガパリンOD碇l50mE「DSEP J A 

ll90017F3 沢井 プレガパリンOD錠l50mg「サワイj A 

1190017F3 車拍車品 プレガパリンOD舵l50mE「トーワj B 
自社他製剤との生産計画調整の兼ね合いによ

2022盗事1月
る生産遅延のため

ll900l7F3 日匡工 プレガパリンOD綻150mg「日匡工j B 

ll90017F3 日新製車 プレガパリンOD健150mE「明治」 A 

ll90017F3 日本ジェネリック プレガパリンOD錠150mg「IGJ A 

ll90017F3 日本軍工 プレガパリン OD蛇l50mE「Np I J A 

ll90017F3 武田テパ77ーマ プレガパリンOD錠l50mE「武田テパJ A 通常幽荷中

1190017F3 筒進堂 プレガパリン0Dlll50mE「YDJ A 

ll90017F3 辰巳化学 プレガパリンOD睦l50mg「TC KJ A 

内用車 プレガパリン ll90017F4 50mgl舵 OD錠 二宣 プレガパリン OD錠SomE「三笠J A 

1190017F4 小林化工 プレガパリン OD碇5Om g fK N」 D 

1190017F4 日匡工 プレガパリン OD綻Somg 「日医工」 B 

ll90017F4 lit田テパファーマ プレガパリンOD碇50mE「武田テパj A 通常出荷中

ll90017F4 間違量 プレガパリンOD碇SOmgfYDJ A 

27/36 

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



区分 一般名 YJ9 規格。単位 劃通販売象，e 副品名 出冒揖況 出曹軍陣旦幡出膏静止の・由
幽膏童陣Jui出荷停止の 瞳遇措置

•ll!llll>~島崎掴 期隈

内用車 ベザフィプラート 2183005G2 I 0 0 mg 111! 徐世 金量 ベザフィプラー ト徐曲11!10Om g「ZEJ A 

2183005G2 E生堂 ペザフィプラー ト徐飲錠！ OOmg「JGJ A 

2!83005G2 東相車晶 ベザ7ィプラート愉放鍵lOOmg「トーワ」 A 
定の在庫量の確保が可能となったため幽荷

2021<手12月
同盟解除

”・”・．，．，”“”“4・町＂ 恥ー

未定（各社の幽荷周盤解除の時期に
2183005G2 lll:田テパファーマ ベザ7ィプラート佑故健lOOmg[lit回テパ」 A 他社要因による傭聾地加のため‘出荷開置中

よる）
田町山町田町山

2183005G2 キッセイ ベザ トールSR睦 Ici Om g A 

2183005G2 ソオノ ミデナーIH鍵 100 D 車価削除のため 20220331 

2183005G2 沢井 ベザ7＜プラート SR錠 IOOmg「サワイ』 A 

2183005G2 日匡工 ベザフィプラート SR錠 lOOmE『日匡工J D 富山第工掲豊島停止の膨曹 2023益事04月以降

内用車 ベタヒスチンメシル陵塩 1339005Fl 6mgl鍵 エーザイ メリスロン健6mg A 

!339005Fl コーアイセイ ベタヒスチンメシル障塩瞳6mE「イセイj D 生産φ止 桂遇措置 2022/3/31 20220331 

1339005Fl ジェイドル7 ベタヒスチンメシルII塩健6mg「JDJ A 

1339005Fl セオリア ベタヒスチンメシル融担錠6mg「CEOJ A 

1339005Fl 辰巳 ベタヒスチンメシルII塩健6mE「Tc K』 A 

1339005Fl ．． 原 ベタヒスチンメシル敵塩ll!6mg「TS UJ 

l339005Fl 日匡工 ベタヒスチンメシルII塩鍵6mg「自l!i:IJ D 富山第工場業掛停止の彫曹 未定（グループ会社置担成分で対応）

1339005Fl 日匡工77ーマ ベタヒスチンメシル融塩116m' r自医工PJ A 

1339005Fl 世田テパ車晶 ベ？ヒスチンメシル阻掴鍵6mE「テパ」 D 中止晶 20220331 

内用車 ベタヒスチンメシル酷塩 l339005F2 I 2m g 111 エーザイ メリスロン置12mg A 

l339005F2 コーアイセイ ベタヒスチンメシルlit塩錠12mg「イセイj D 生産中止 桂過措置 2022/3/31 20220331 

1339005F2 ジェイ ドルフ ベタヒスチンメシル申塩錠 I2 mg [JD」 A 自社他匝剤と町生虫酎薗圃盤町民h合いによ.皇H 邑町ため 2022/1/13 

1339005F2 セオリア ベタヒスチンメシル融境賞12mg「CE OJ A 

1339005F2 lltB ベタヒスチンメシル酸塩蛇12mg「TC KJ A 

1339005F2 鍵原 ベタヒスチンメシル融塩健12mg「TS UJ 

!339005F2 日匡工 ベタヒスチンメシル.塩健12mg「日匪工j D 富山第ー工場 u~停止の，，. 来lE（グルプ会社量置成分で対応）

l339005F2 日匡工ファーマ ペタヒスチンメシル随塩Jtl2mg r日医工P』 A 

1339005F2 武田テパ車品 ベタヒスチンメシ1•11塩It! 2 m g『テパj 。中止品 20220331 

内用車 ベニジピン趨俊塩 2171021Fl 2mg lit キョーリンリメディオ ペニジピン盗陰極健2m' r杏林』 A 割当幽荷中

2171021Fl ニプロ 泊費貴ペニジピンlt2[NPJ A 
他社幽荷問墜の，zーによリ劃当にて厩存先の

未定
敏量を継踊供給ゆ

2171021Fl ニプロESフTーマ ベニジピン塩阻塩健2mg rタナベ」 A 
他社幽荷関整の膨曹によリ割当にて既存先の

未定
微量を継腫供給申

2171021Fl メディサ ペニジピン易自厳樹錠2mg rサワイ」 A 

自社製品と しては前年実憤レベル（98%）を

出荷しています．劃造工喝の品質確保のため

の大須慎修織改修の，g，で製造停止期聞がー
後発品シz7’が高〈、 出荷が止まっ

定問問有り、繊度に限度がおった彫ーです．
ている他社の製品が幽荷再開とな

2171021Fl 協和キリン コニール錠E B 
" zアが大きかった後発品会祉の幽荷が止

リ、当匝後発品が従来量を供給でき
まっていたり、同盟が融腫している＂・で注

る状況になれば出荷同盟を解除でき
文が増加する可能性があるため、出荷問聾を

ると考えている．
継堕しています．

幽荷周墜を解除すると桂文が集中するため現

降点で解除を行っておりません．

2171021Fl 小林化工 ペニジピン塩敵塩錠2mg [MEE K』 。
2171021Fl 大原 ベニジピン塩敵塩健2mE『OMEJ B 

サワイ屋号晶の1/220の匝売歎量の為、同時
2021/2/12供桔停止恵前線告鑓幽．

2171021Fl 沢井 ベニジピン塩砲塩綻2mg[MEDJ c 販売中止案内5札 「サワイj車寄晶
に出荷岡．

で代管致しております．

2171021Fl 辰巳 ベ二ジピン温酸塩健2mg[TCKJ A 

2171021Fl 量生堂 ペニジピン塩磁塩綻2mg[CHJ c 生産計画を大きく上回る急救な出荷滑による
IPI当幽荷ゆ

もの．

2171021Fl ．． 原 ベニジピン塩瞳塩睦2mg「ツルハラ」

2171021Fl 東和軍品 ベニジピン塩敵塩錠2mg「トーワ」 A 
一定の在庫量の確保が可能となヲたため幽荷

2022'!'1月
周監解除

2171021Fl 日匡工 ペニジピン温敵温健2m g「日匪工J 。富山第一工場業努停止の修． 2023年凹月以陣

2171021Fl 日新組車 ベニジピン塩阻塩錠2mg「NSJ A 

2171021Fl 日本軍工 ベニジピン泡E担当値睦2mg「Np I J 包

未定｛各社の出荷縄墜解除の時期に

2171021Fl 貧困テパファーマ ベニジピン塩敵塩錠2mg「テパJ A 他社要因による需要地加のため、出荷間車中
よる）

原聾宜E予定のため供柑量滑やせな

も、

2171021Fl 陽進堂 ベニジピン塩匝塩錠2mg rv D』 A 
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区分 ー般名 YJ9 規格単位 劃途店売承Ill 駆品名 出膏舵偲 出膏車陣Z隊出膏静止の・由
出冒宜陣Z隊出膏博止の 経遇措置

..・掴也4勤時期 期限

内用車 ベタヒスチンメシル置塩 217102lf3 Bmgl健 キョーリンリメディオ ベニジピン塩置塩ll!Bmg「畜綜J A 

217102lf3 ニプロ 極殿ペニジピンli!BrN P」 A 
他社幽荷間賞の彫曹により割当にて既存先の

未定
数畳を継続供給中

217102lf3 ニプロ ES77ーマ ペニジピン省政組E錠Bmg「タナペ」 A 
他社出荷周Eのg，によリ割当にて依存先の

未定
数量を級車供給申

217i02lf3 
・・． －＂＂ー・．

メディサ ペニジピン塩陰湿錠Bmg iサワイ」
’” ’” ' 1・刷

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．劃造工喝の品

置確保のための大規慎修幅改修の修曹で劃遭

停止期聞が定期間有り、浴室に隈直があっ 後発晶シェアが高〈．出荷が止まっ

た舵ーです． ている他社の製品が幽荷再開とな

2171021f3 協和キリン コニール錠8 B シェアが大きかった後発品会祉の出荷が止 リ、当監後発晶が従来置を供桔でき

まっていた仏岡監が継臨している膨曹で蓮 る状況になれば出荷悶聾を解除でき

文が噌加する可能性があるため‘出荷開E置を ると考えている．

組躍しています．

出荷周置を解除すると証文が集中するため現

略点で解除を行っておりません．

2171021f3 小林化工 ベニジピン盗磁塩錠Smg「MEE KJ D 

2171021F3 大原 ペニジピン盗置趨ll!Bm• roMEJ A 

サワイ屋号品の1/1叩の店売紋量の為、問時
2021/2/12供桔停止事前線告蝿幽．

2171021f3 沢井 ベニジピン塩檀担能BmgrMEDJ c 
に幽荷田lll.

匝売中止案内済． 「サワィ」且号品

で代管致しております．

2171021f3 直巳 ベニジピン温敏温睦8mg rr c K」 A 

217102lf3 量生堂 ベニジピン塩政塩碇BmgfCHJ A 

217102lf3 ・・8要 ベニジピン塩置塩碇Bm g「ツルハラ』

2171021f3 東拍車品 ペニヅピン温政担錠Bmg fトーワJ A 
一定の在庫量の確保が可能となったため幽荷

2021'手12月
荷量解除

2171021f3 日匡工 ベニジピン塩蔵塩健Bm g『日E工J B 

2171021F3 日新製車 ベニジピン塩檀塩錠8mg fN SJ A 

217102lf3 日本軍工 ベニジピン塩lll!llli!BmgfNPIJ B 

来定（各社の出荷縄墜解除の時期に

217102lf3 震回テパ77ーマ ベエジピン塩置塩錠Bmg fテパJ A 他社要因による需要噌加のため、出荷同軍中 よる〉， 望書征先劃造キャパオーバー

2171021f3 筒進堂 ベニジピン塩Ill塩錠BmgfYDJ A 

内用車 ポラプレジンク 2329027fl 7 Sm gt碇 OD碇 沢井 ボフプレジンタOD健75mg「サワイj A 

，字社魁造工渇における副量管理および品質管

2329027fl 墨金量 ポラプレジンクOD錠7Smg r J GJ D 
理に問圃がないかどうかの胴層的な飼牽の過

2022年四月以陣
程で生産車延並びに幽荷判定の盟Eが発生し

たため．

2329027fl ゼリア プロマγクD錠75 A 

内周車 ミルタザピン 117905lfl I Sm g I綻 Mo I j IS o lk • リフレックス錠 15mg

1179051FI エルメッド ミルタザピン鍵 I5 mg fE EJ A 

l179051FI オルガノン レメロン舵 ISmg A 

1179051fl キョーりyリメディオ ミルタザピン錠 ！Smgf杏林J A 

1179051fl ケミファ ミルタザピン錠 ISmg fケミ 77J

1179051fl ダイト ミルタザピン健！ Smgfファイザー」 B 

1179051fl エプロ ミルタザピン睦 ！Smgfニプロj A 
他社幽荷聞置の膨’により割当にて既存先の

2022年3月以降
敏量を総量発供給中

1179051fl フェルゼンファーマ ミルタザピン錠1Smg f7i ルゼンJ A 

1179051FI 共創未来77ーマ ミルタザピン錠！Smgf共i'I未来』 A 

際社副造所での製造方E在、劃造手順・不｛嘗点

1179051FI 共相聾品 ミルタザピン錠 ISm g fアメルj D 
検を実錯し、不憎が無い副晶不備の解消が

来定
確隠された製品から金置を再開したことによ

る生産週話．

11790Slfl 大蔵 ミルタザピン11!1Sm g「明治」 A 

l179051Fl 沢井 ミルタザピン健ISmg fサワイ』 A 

1179051fl E巴 ミルタザピン佐 15mE「TC KJ B 

弊社副適工鳴における副量管理および品質管

11790Slfl 畳生堂 ミルタザピン錠！ SmE「jG」 D 
理に問圃がないかどうかの桐胆的な岡宏の過

2022年OB月以陣
程で生産遅延並びに出荷判定の軍Eが発生し

たため．

1179051fl 車相車品 ミルタザピン錠！ Smg「トーワ」 A 
ー宜の在庫置の確保が可能となったため幽荷

2021盗事12月
同盟解除

1179051fl Bili:工 ミルタザピン111Sm g「日匡工」 D 富山第工喝業務停止の・5・ 2023年09月以陣

1179051fl 日新型車 ミルタザピン錠！ Smg「日新」 A 

1179051fl 武田テパ77ーマ ミルタザピン健！ Smg「貧困テパJ D 中止晶

l179051Fl 陣量堂 ミルタザピン錠！ Smg「YDJ A 

内用車 ミルタザピン l1790SIF2 30mgl健 M・1J IS o I k • リフレックス粧30mg

1179051f2 エルメッド ミルタザピン錠30mg「EEJ A 

1179051f2 オルガノン レメロン錠30mg A 

11790SIF2 キsーリンリメディオ ミルタザピン錠30mg「杏林j A 

1179051f2 ケミ 77 ミルタザピン碇30mg「ケミフ 7J

1179051f2 ダイト ミJレタザピン碇3Om g「フ？イザーJ B 

l1790SIF2 ニプロ ミルタザピン碇30mg「ニプロ』 A 
他社出荷調盤の，gーによリ割当にて既存先の

2022年3月以降
敏量を総腫供給中

1179051f2 フェルゼンファーマ ミルタザピン碇30mz「フェルゼンJ A 

117905lf2 共創未来ファーマ ミルタザピン錠30mg「共i'I来来」 A 

117905lf2 共和軍晶 ミルタザピン錠30mg「アメルJ A 汎用銀絡の幽荷Pill!の為． 未定

1179051f2 大浦鹿 ミルタザピン鍵30 mg r明治』 A 

1179051f2 I ~棋 ミルタザピン綻30mgfサワイ」 A 

l1790SIF2 !<B ミルタザピo-1定 30m• fTCKJ A 

＂＇社製適工渇にお Itる世量管寝および品質管

1179051F2 長生堂 ミルタザピン盤3Om g f J GJ D 
理に問題がないかどうかの綱置的な開査の過

2022•李06月以降
程で生産量E並びに幽荷判定の遅延が発生し

たため．

1179051f2 車湘軍晶 ミルタザピン錠30mg「トーワJ A 
ー定の在庫量の確保が可陪となったため幽荷

2021年12月
潤畳解除

1179051f2 日医工 ミルタザピン錠30mg「日医工j A 

1179051f2 日新製車 ミルタザピン鍵30mg「日新J A 

l1790SIF2 世田テパファーマ ミルタザピン錠30mg「世田テパ」 D 中止晶

l1790SIF2 陪遭堂 ミJレタザピン錠30mg「YD」 A 
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区分 般名 YJ9 規格 。単位 劃造販売承震 製品名 出膏概況 出膏宜鳳Z他出膏停止＠・由
出膏宜陣lllt出膏停止の 経過措置

胴白鳥見極み同畑 期限

内用車 メキシレチン塩酷塩 2129003M2 IOOmglカプセル 太陽771レマ メキシチールカプセル IOOmg A 

2129003M2 沢井 メキシレチン塩阻塩カプセl•lOOmg 「サワイj A 

弊社製造工喝における阻量管理および品質管

2129003M2 畏生宜 メキシレチン塩櫨塩カプセル lOOmz「JGJ D 
理に問掴がないかどうかの網脂的な開査の過

未定
程で生産量亙並びに出荷判定の遅延が発生し

たため．

2129003M2 .. 原 メキシレチン晦瞳塩カプセ"100m<＇＂＂ハラ J

2129003M2 東和.晶 IキシレチY塩阻塩カプセル lOOmg『トーワ』 A 
急量な需要楢加に伴い、厩存先への供給を置

来定
先するため

2129003M2 日匡工 Iキシレチン塩雌塩カプセ／1,.l0 Om E『日医工j B 

2129003M2 園通盆 メキシレチン塩竃塩カプセル lOOmg「YD」 A 

内用車 メサラジン 2399009F3 400mgl~ あす~、盟車 メサラジン掴靖~400mg 「あすかJ D 
，委託先劃造業貯可取。j下げによる自主回収の

未定
ため

2399009F3 ゼリア アサコール世400mg A 
，帽，... - -

2399009F3 マイラン メサラジン錯瑠健400mg 「ファイザー』 B 

2399009F3 d林化工 メサラジン錨擢錠400mgfKNJ D 

2399009F3 沢井 メサラジン腸軍民400mg「サワイJ A 

他社への副遭受託晶.>':I'll・に配眠されてい

る鼠離方法と異なった方法で！＞＼I貸していたこ

2399009F3 富士型車 メサラジン!I瑠鍵400mgrF』 D とが判明したことから、正しい鼠験方洛で樗 来定

民般を行った鎗泉、承飽娩絡に適合しないこ

とを確認したため

内用車 メマンチン塩阻塩 1190018Fl Smgl健 Mo I J IS o I k由 メマンチy塩阻極錠Smg「明治」

l1900l8Fl ニプロ メマンチン塩敵塩錠 Smg「ニプロJ A 
他社幽荷開聾の彫ーによリ削当にて奴存先の

未定
.. 量を継腫供給中

1190018Fl 共劃来来ファーマ メ？ンチン塩田量塩駐 SmgfKMPJ 。2022'李1月31日より全ロット自主回収を妥結 来宜

弊社製造所での盟適方浪、製造手圃・不情点

1190018Fl 共和軍晶 メマンチン塩陸塩錠SmE「アメル』 A 
金魚を実錯し、不備が無い副晶、不備の解消が

未定
確認された劃晶から生産を再開したことによ

る金重運量．

l190018Fl 小林化工 メマンチン塩敵塩lli'SmE「KNJ D 

l190018Fl 大原 メマンチン塩置塩健Smg「オーハラ』 B 

11900；日Fl 憲三島 メマリー錠Smg A 

1190018Fl 第一三共エスファ メマンチン塩敵塩健Smg[DSEPJ A 

1190018Fl 沢井 メ？ンチン塩鼠塩健Smg「サワイ」 A 

l190018Fl 車拍車品 メマンチン塩瞳塩綻SmE「トーワ」 B 
自社他担割との生産計画岡聾の策ね合いによ

る生産遅延のため

内用車 メマンチン塩陪塩 119001BF2 lOmgl碇 M・1) IS o I k・メマンチン塩敵塩t!lOm a「明治J

1190018F2 ニプロ メマンチン塩敵塩錠！ Omg「エプロ」 A 
他社幽街岡監の，e，によリ割当にて厩存先の

未定
散量を継続供給中

1190018F2 終創来来ファーマ メマンチン塩憧塩錠lOmg [KMPJ D 2022年11!31日よリ会ロット自主回収を史館 来定

弊祉製造所での副造方法‘劃造手廟・不情点

l190018F2 共和軍品 メマンチン塩酸塩鍵 lOmgfアメル」 A 
検を実施し、不備が鏑い副晶、不備の解消が

未定
確配された劃晶から金庫を再開したことによ

る生産遅延．

1190018F2 小林北工 メマンチン塩瞳塩錠 1Omg fKNJ D 

1190018F2 大原 メマンチン塩臨場鍵！ Omg『オーハラJ B 

l190018F2 l!! 三共 メマリー錠 lOmg A 

1190018F2 第一三共エスファ メマンチン塩Ill塩健 lOmgfDSEPJ A 

l190018F2 沢井 メマンチンlllllll!lli'lOm E『サワイj A 

l190018F2 調度相車品 メマンチン塩酸塩健！ Omg「トーワ」 B 
自社他劃剤との生直計画岡畳の策ね合いによ

る生J!ll遅延のため

内用車 メマンチン塩瞳塩 1190018F3 20mgl能 Mo I J IS o lk • メマンチン塩陸塩錠 20mE「明治J

l190018F3 ニプロ メマンチン塩敵塩錠2Om g fニプロJ A 
他社幽荷岡亜の彫’によリ’l当にて既存9'の

来定
世量を継続供給中

l190018F3 共制未来ファーマ メマンチン塩置塩錠2Om g [KM P」 。2022年1月31自よリ金口yト自主回収を実施 来宜

際社製造所での製造方法、製造手順書不備点

1190018F3 共和軍品 メマンチン塩陸塩院20 mg rアメル」 A 
倹を実絡し、不備が無い畠晶、不情の解消が

来定
確寵された製S置かb生産を再開したことによ

る生産量延．

l190018F3 小林化工 メマンチン塩酸塩健 2Om g fKNJ D 

1190018F3 大廟 メマンチン塩Ill塩錠20mg『オーハラ」 B 

1190018F3 第三共 メマリー醍20mg A 

ll90018F3 第一三共エス77 メマンチン塩陸塩舵 20mg fDSEPJ A 

1190018F3 沢井 メマンチン塩Ill塩健20mgfサワイJ A 

1190018F3 東和軍品 メマンチン塩瞳塩t!20 m. rトーワI B 
自社他劃剤との金庫計画調置の業ね合いによ

る生産量抵のため
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E分 ー般名 VJ9 規格・単位 置週量販売急膨 ’U品名
出膏暁焼 出冒宜Pl:I出膏静止の・ー

出圃宜崎真悼出膏停止の 雇遇措置

鯛検見也み同問 期限

内用車 メマンチン塩瞳塩 11900IBF4 Smgl錠 00鍵 M・1JI So I ko メマンチン塩.塩00・！ SmE「明治J

11900IBF4 エルメッド メマンチン温磁塩00・！Smg「日匡工』 A 

1190018F4 キ国一リンリメディオ メマンチン塩田量塩00錠 Smg「杏林』 A 

1190018F4 ケミ 77 メマンチン塩阻塩00健 Smg「ケミファ』

l190018F4 サンド メマンチン塩酸塩OD健 5mg「サンドj A 

11900l8F4 ダイト
唱，，

メマンチン塩融塩0OltSm g「71／レゼン」 A 

他社幽荷岡盤の膨曹により割当にて既存先の
l190018F4 ニプロ メマンチン塩融塩00錠 Smg「エプ口」 A 

歎畳を継瞳供給中
5長定

11900IBF4 共Ill来来ファーマ メマンチン塩陸塩OOltSmg[KMPJ 0 2022年1月31自よリ金口 γト自主回収を実施 来定

制土製造所での製造方法、製造手順・不情点

11900IBF4 共和軍晶 メマンチン塩匝塩OD健 5mg rアメル」 A 
検を実錯し、不備が無い岨品．不帽の解消が

202"手12月
確認された劃晶から生産を湾問したことによ

る生産量腫．

1190018F4 高田 メマンチン塩酸塩DOltSmg ［~カタ」 A 

1190018F4 ’l命令化工 メマンチン塩ll塩00錠 5mg [K NJ D 
-・- 田町

1190018F4 全星 メマンチン塩阻塩00・！5mg [2 EJ A 

11900IBF4 大原 メマンチン塩.塩OD健 Smg「オーハラj 8 

119001BF4 第一三共 メマリーOD綻 Smg A 

11900IBF4 第一三共エスファ メマンチン塩酎塩00綻 Smg「D5 E P J A 

11900IBF4 沢井 メマンチン塩殴塩OOll!Smg「サワイJ A 

1190018F4 民巴 メマンチン塩随塩ODltS m g「TC KJ A 

119001BF4 東和軍晶 メマンチン塩憧塩OD能 Smg「トーワ」 A 

119001BF4 日匡工敏皐 メマンチン塩敵塩OD碇 5mg [NI G」 A 

11900IBF4 日新型車 メマンチン泡敵温OD碇 Smg「日新j A 

11900IBF4 日本ジェネリック メマンチン塩醒塩OD錠 Smg「JG」 A 

1190018F4 日本軍工 メマンチン塩敵塩OD註 Smg「クラシエJ A 

1190018F4 l!t田テパファーマ メマンチン塩瞳塩OD健 Smg「武田テパ」 D 中止晶 20220331 

1190018F4 田進量 メマンチン塩阻塩OOltSmg[Y D』 A 

内用車 メマンチン塩憤塩 11900IBFS IO mg lit 0011! M・1J IS o I k・ メマンチン塩陵塩ODltl Omg f明治」
l190018FS エルメッド メマンチン塩酸塩OD錠 IOm g ［日匡工J A 

F 『同・
1190018FS キョーリンり，ディオ メマンチン塩蹟110D錠！ Omg『杏林』 A 

1190018FS ケミフ？ メマンチン担檀塩00健！ Omg「ケミファ」

1190018FS サンド メマンチン塩匝塩OD・21 Om< ［サンド」 A 

l190018FS ダイ ト メマンチン塩壇場OD旋！ Omg「フzルゼン』 A 

119001BFS ニプロ メマンチン塩敵塩ODltlOm g 「ニプロ」 A 
他社幽荷岡監の，e・によ！JI割当にて既存先の

未定
世量を継続供給中

1190018FS 共i'I未来ファーマ メマンチン塩瞳塩OD健！ Omg 「KMPJ 0 202"芋l!l31日よリ全ロγト自主回収を実施 来定

弊社製造所での副途方法、製造手順書不備点

11900IBFS 共和瞳晶 メマンチン塩敵塩00綻！ Omg 「アメルJ A 
世を実!IIし、不備が無い担晶、不帽の解消が

2022年12月
確隠された製品から生産を再開したことによ

るさ生産遅延．

1190018FS 高図 ，マyチン塩睡盗ODI定！ Omg「タカタ」 A 

l19001BFS 小林化工 メマンチン塩融塩OOlt!Omg[KNJ 0 

l190018FS 金星 メマンチン塩酸塩00錠 IOmg [Z EJ A 

1190018FS 大原 メマンチン塩融担00質！ Omg「オーハラJ 8 

1190018FS 第一三共 メマリー00舵 ！Omg A 

l190018FS 第一三共エス77 メマンチン塩融塩ODii!!0 m g「DSEP J A 

1190018FS 沢井 メマンチン塩陸塩OD錠！ Omg『サワイ』 A 
•• ’ “・ー ． 

1190018FS li!!B メマンチン塩瞳塩OD健 lOmg[TC K」 A 

11900IBFS 東和軍品 メマンチン塩陵塩00錠 lOmgfトーワ」 A 

11900IBFS 日匡工敏阜 メマンチン塩酸塩OD錠 lOmg[NIGJ A 

1190018FS 日新副聾 メマンチン塩隆塩OOltlOmg［日新」 A 

1190018FS 日本ジェネリック メマンチン塩田E塩OD健 1Omg [ J G」 A 

11900!8FS 日本軍工 メマンチン塩瞳塩0Dltl Om g「クラシエJ A 

11900IBFS 武田テバ77ーマ メマンチン塩瞳塩OD錠 I0 mg ［武田テパ」 0 中止品 20220331 

11900IBFS 帰進盆 メマンチン塩田匝塩00健 ！Omg[YOJ A 

内用車 メマンチン趨般纏 l190018F6 20m< l健 OD佐 Mo I I IS, lk • メマンチン塩店主塩ODli!20mg f明治j

1190018F6 エルメッ ド メマンチン塩.塩OD舵 2Omg [81!<工』 A 

1190018F6 キョーり yリメディオ メマンチン塩取塩OD健 20 mg r杏林』 A 

11900IBF6 ケミファ メマンチン塩随塩ODli:20m g「ケミ 77J

11900IBF6 ザンド メマンチン塩.塩00錠20mg『サンドJ A 

11900；日F6 ダイト ，マンチン塩随塩0011:2Om a「7iルゼン」 A 

1190018F6 ニプロ メマンチン塩瞳塩OD健20mE「ニプロ』 A 
他社出荷周監の膨ーによリ割当にて厩存先の

来定
敏量を継続供給申

11900IBF6 共劃未来ファーマ メマンチン塩ll塩00錠 20mg[KMPJ D 2022'事l丹羽目よリ圭ロ γト自主回収を実施 未定

弊社製造所での製造方泳、岨造手順・不備点

l190018F6 共和軍晶 メマンチン塩酸塩00健 20mg「アメル』 c 
検を実錯し．不備が無い製品、不備の解消が

来宜
確寵された製品から生産を湾闘したことによ

るさ主産遅延．

11900!BF6 高田 メマンチン塩.塩OD錠 20mE「タカタ』 A 

l19001BF6 小林化工 メマンチン塩般塩00錠 20mg[KNJ D 

119001BF6 金星 メマンチン塩敵塩00碇 20mg「ZEJ A 

l190018F6 大軍 メマンチン塩瞳塩OD・E20m g「オーハラJ 8 

1190018F6 第三共 メマリーDD錠 20mg A 

1190018F6 第一三共エスフ ァ メマンチン塩.塩00鍵20mg「DSE P」 A 

l190018F6 沢井 メマンチン塩瞳塩OD綻 20mg 「サワイ』 A 

l190018F6 li<B メマンチン塩.塩OD健 20mg 「TC KJ A 

11900IBF6 東和軍品 メマンチン場陸塩00睦2Om g ［トーワ」 A 
定の在庫量の償保が可能となったため幽荷

2021'手12月
調畳解除

11900IBF6 日匡工敏皐 メマンチン塩田匝塩OD健 20mg[NIGJ A 

1190018F6 自新型破 メマンチン岨酷塩00錠 20 mg r日新」 A 

l19001BF6 日本ジェネリック メマンチン塩磁塩00健20mg[JGJ A 

1190018F6 日本軍工 メマンチン塩瞳塩ODl!20mg「クラシエJ A 

119001BF6 l!t田テパ77ーマ メマンチン塩阻塩00錠20mE「武田テパ」 D 中止品 20220331 

1190018F6 陣進堂 メマンチン塩睡塩00健 20mg[YOJ A 
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E分 般名 YJ9 銀格 ・単位 創造販売承Ill! 副品名 出冒担混 出荷宜陣Z総出荷静止の圃由
出冒童陣Z陪出膏骨止の 震過9・置

解埠見極み時銅 期間

内周車 フロキシ7iy塩酸塩 3999021Fl 60mgl院 イーライリリー エビスタ錠60mg A 

受託副盗用の鹿S震による自主回収（1/31翁
3999021FI エルメッド ラロキシ7iン塩殴塩錠60mg「EEJ D 

手）
なし

3999021Fl シオノ ラロキγフzy極陸省鍵60mg「あゆみ」 c 他社出荷岡監による需要槽のため 解決見込み時期1玄関盤中

3999021FI 小林化工 ラロキシフzン塩陸晦睦60mgrKNJ D 
- •• ・・- ... a 喧唱

他社製品の供給開置の修ーを畳けたことによ
3999021FI 大関 ラロキシフェン塩殴塩錠60mg「DKJ D 

る型通量延
未定

3999021Fl 問弁 ラロキシフエン塩融塩鍵60mg「サワイJ A 

3999021FI 東和軍品 ラロキシフzンtill塩錠6Omg rトーワ』 B 
自社他製剤との生産計画開畳の兼ね合いによ

未定
る生産遅延のため

3999021FI 日匡工 ラロキシフzン塩阻塩健6Om g r自匡工』 A 

3999021FI 民新副聾 ラロキシフzン塩種塩1!6Om g「日新J A 

来宜（各社の出荷開盤解除の時期に

3999021Fl 武田テパ77ーマ ラロキシ7iン塩.塩碇6Omg rテパJ A 他社要因による需要鳩加のため、出荷田豊中
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

内用車 ランソプフゾール 2329023Fl 15mg1佐 OD睦 シオノ 7ンソプフゾールOD錠ISmg「ケミ77J A 

2329023Fl リョー トーファイン ランソプラゾールDD蛇 15mgrRTOJ B 

2329023Fl 大興 ランソプラゾールOD碇 15 mg ro KJ 。他社製品の自民枯闘聾の，zーを畳けたことによ
来宜

る製造遅延

2329023Fl 沢井 ランソプラゾールOD・!15mg rサワイJ A 

2329023Fl 東和車品 ランソプラゾールOD健 15 mg rトーワ」 A 
急置な需要増加に伴い、既存先への供給を恒

未定
先するため

2329023Fl 自匡工 ランソプラゾールOD碇！ Sm且「日匡工J D 富山第一工渇業畿停止の，z・ 2023年凹月以降

2329023Fl 日本ジェネリック ランソプヲゾールOD旋 15 mg r J GJ c 他社の幽荷聞置 未定

2329023Fl lit田テパアァーマ ランソプラゾー1•0 D錠！ Smg「武田テパj A 他社要因による需要地加のため、幽荷開豊中
供給開園発生以前と比睡し120%以上

出荷．在庫回恒見込み朱宜．

2329023FI 武田テパ車品 9ケプロン0Dttl 5 A 他社要因による需要崎加のため．出再開Eφ
供給問周尭生以前の順客分幽荷．在

庫田直見込み未定．

内周旋 ランγプフゾール 2329023F2 30mgl錠 DOI! シオノ 7ンyプフゾールOD健30mg『ケミ77J A 

2329023F2 リョートーファイン ランソプラゾールOOl!30mgrRTOJ B 

2329023F2 大奥 ランソプラゾール00眠30mgroKJ B 

2329023F2 担弁 ランソプラゾールODl130mgfサワイ』 A 

2329023F2 東和軍晶 ランソプラ ゾールOD健30mg「トーワ」 A 

2329023F2 日匡工 ランソプラゾールOD健30 mg r目匡工」 D 富山第ー工渇厳勝停止の，~· 2023年凹月以陣

2329023F2 日本ジェネりック ランソプラゾールOD綻30mgrJGJ B 他社の幽荷醐鐙 来定

2329023F2 lit田テパ77ーマ ランソプラゾ－IL-OD健30mE「武田テパj A 他社要因による需要綱加のため．出荷同盟中
供給問聞発生以前主比眠し120耗以上

出荷．在庫回恒見込み未定．
－・． ・....・・・ ・・.’‘

供給問置発生以前と比較し110%幽
2329023F2 震回テパ車晶 タケプロンODtt3 0 A 他社要因による需要噌加のため、出荷同車中

荷．在庫田直見込み朱~－

内用車 リスペリドン 1179038Cl 1%1 g ニプロ リスペリドン掴位1% 「Np J A 
他社幽荷岡堅の，zーにより割当にて既存先の

未定
微量を綾田供給中

1179038Cl ファイザー リスペリドy細胞1% 「ファイザー」 A 
参考 2022年6月最終出荷予定

(2021年12月車恒削除願鍵幽湾み）

1179038Cl ヤンセン リスパダール細位1%

野社副適所での劃進方法、 製造手踊・不倫点

1179038Cl 共和軍品 リスベリドン細位1% 「アメルJ D 後を実施したところ、当局相田が必要である 未定

事業を確毘数しました．相肢を＂＇倫中です．

1179038Cl 高図 リスペリドン綱粒1% 「タカタJ c 新型コロナの・5・で府軍遅延による劃造畳居 禾定

1179038Cl 小林化工 リスベリドン細粒1% 「MEE KJ D 

1179038Cl 金星 リスペリドン細粒1% 「ヨシトミ』 A 

1179038CI 大原 リスベリドン細粒1% 「オーハラ』 。2021年11月末の際社餐託先物斑センターの火
朱宜

見の・5・

1179038CI 問弁 リスペリドン細粒1%「サワイJ A 

際社製造工掲における劃通管理および品質管

117903BCI JIB金堂 リスペリドン細位1% 「CHJ D 
理に問聞がないかどラかの網圃的な岡査の過

2022•事09月以陣
在で生産遅延並びに出荷判定の畳抵が舞金し

たため．

ll79038Cl ヨ便利車晶 リスベリドン細位1% 「トーワJ B 
自社他量刑との生産計画問盤の兼ね合いによ

朱宜
る生産通話のため

117903BC1 日匡工 リスペリドン細位1% r自医工j A 

内用車 リスベリドン 1179038Fl 1mg1錠 ニプロ リスペリドン錠 Img rN PJ A 
他社幽荷調盤の，zーによリ割当にて眠存先の

来宜
舷量を継続供給中

2021年3月に桂遇措置閉閣修行しておリ、ま
2021年3月に程遇措置期間移行してお

1179038Fl ファイザー リスベリドン綻 Img rファイザーJ その他
た際社かbも2021•手8月録轄幽荷済み

り、また弊社からも2021年8月量終 20220331 

出荷済み

1179038Fl ヤンセン リスパダール錠lmg

院社副造所での製造方法、製造手順・不情点

1179038Fl 共和軍晶 リスベリドン碇 Img「アメルJ A 
検を完結し、不備が無い劃品．不帽の解消が

2.022年12月
確寵された劃晶からさ主E置を再開したことによ

る生産宣腫．

1179038Fl 皇理量 リスベリドン碇 lmg「クニヒロj

1179038FI 高田 リスベリドン錠 lmg「タカタ」 c 新型コロナの・2・で原車通話による劃適量括 来宜

l179038Fl 小林化工 リスペリドン俊1rME E KJ D 

1179038FI 金星 リスベリドン錠 1m g「ヨシトミ」 A 

1179038Fl 大原 リスペリドン健1「オーハラj B 

ll 79038Fl 況弁 リスベリドン蛇1m g「サワイ』 A 

野社製造工場におげる製造管理および品質管

ll79038Fl 量生堂 リスベリドン錠lm g「CHJ D 
理に問Eがないかどうかの絹腫的な開査の過

2022年四月以降
担で生産量匝並びに出荷判定の遅耳が宛生し

たため．

ll79038Fl 東和軍晶 リスペリドン鍵lmg「トーワJ B 
自社他血剤との生産計画問聾の兼ね合いによ

未定
る生産遅延のため

1179038FI 日医工 リスベリドン錠 lmgf日匡工』 A 
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区分 ー般名 YJ9 規絡 。単位 劃適臨売承Iii 組晶名 出荷揖況 由膏寓帽JI.It出荷静止の・由
出冒宜陣Z陪幽膏停止の 経過滞置

解換且也＂＇崎周 聞限

内用車 リスベリドン 1179038FZ Zmgl蛭 ニプロ リスペリ ドン鍵2mg「NP』 A 
他社出荷開聾の彫曹によリ’l当にて既存先の

未定
数’Eを継続供給中

2021'芋3月に経過措置期間穆行しており、ま
2021年3月に桂過措置期間穆行してお

1179038F2 77イザー リスベリドン錠2mE「ファイザーJ その他
た際社かりも2021'手8月最終出荷涜み

り‘また際社からも2021年8月畳終 20220331 

出荷5青み
開い

ui9o3SFZ 
.. '" .. ·~・

ヤンセン リスパダール綻Zmg
”＂ 勝社製造所での劃途方法、副追手順・不備点

1179038F2 共和軍品 リスベ リドン院2mg「アメル』 A 
倹を実施し、不備が無い担晶、不帽の解消が

2022年12月
確寵された製品から生産を再開したことによ

る生産量証．

1179038F2 .，健堂 リスベリドン錠2mg fクニヒ ロ』

1179038F2 高田 リスベリドン佐Zmg「タカタ」 c 新型コロナの彫曹で原盤宣雄による割造遅延 未定

1179038F2 'Jゆ本化工 リスベリドン1112fME E K」 0 

1179038F2 全量 リスベリドン睦2mz『ヨシトミJ A 

2021年11月末の参事社餐征先物斑センターの火
l179038F2 大原 リスベリドン錠2rオーハラJ 0 

民の彫唖
未定

l179038F2 沢井 リスベリドン佐2mg「サワイj A 

際社副造工舗における製造管理および品質管

1179038F2 量生堂 リスベリドン碇2mg「CH」 0 
理に問題がないかどうかの網腫的な開査の過

2022奪回月以陣
担で金庫連足並びに幽荷判定の量躍が発生し

たため．

1179038F2 東和軍品 リスペリドン匝2m g「トーワJ A 
急置な需要槽加に伴い、厩存先への供給を置

未定
先するため

1179038F2 日医工 リスペリ ドン碇2mgf目匡工J A 

内周車 リスベリ ドン 1179038F3 3mgl健 ニプロ リスベりドン佐3mgfNPJ A 
他社幽荷潤監の，E曹によリ捌当にて既存先の

未定
敏量を継続供給中

2021'事3月に経過繍置嗣間移行しており‘ 1
2021年3月に経過猶置期間移行してお

1179038F3 ファイザー リスベリドン錠3m I fファイザーJ その他
た院社からも2021'手8月.終幽荷涜み

止また隣仕からも2021'手8月憲終 20220331 

出荷茨み

1179038F3 ヤンセン リスパダ－i>ll13me

Wl.土副造所での担途方法、盟通手順・不｛省点

1179038F3 共和重品 リスベリドン盤3mg『アメルJ A 
倹を実施し．不備が無い副局不備の解消が

2022年12月
確寵された劃晶から生産を再開したことによ

る生産運量．

1179038F3 皇高堂 リスベリドン1113mg rクニヒロj

1179038F3 高図 リスベリドン睦3mg rタカタJ c 新型コロナの彫．で原軍軍属による副進遅延 来E

1179038F3 ’川本化工 リスベリ ドン睦3fM EE K」 0 

1179038F3 金星 リスペリ ドン健3mg rヨシ トミ』 A 

1179038F3 大原 リスベリ ドン碇3『オーハラJ 0 
2021年11月末の悌祉委託先物浦センターの火

未定
lJ/.の・5・

1179038F3 沢井 リスベリドン睦3mg『サワイ」 A 

1179038F3 .生盆 リスペリドン健3mgfCHJ A 

1179038F3 東和車品 リスベリドン錠3mg『トーワJ A 
急融な需要柵加に伴い、既存先への供給を置

未定
先するため

1179038F3 日匡工 リスベリドン健3mgf日医工J A 

内用車 リスベリドン 1179038F4 0, 5 mg 1瞳 ニプロ リスベリドン錠0,5mg fNPJ A 
他社出荷開畳の修ーによリ割当にて既存先の

未定
歓量を継銭供給中

2021年3月に経過措置期間診行しており、ま
2021年3月に桂過措置期間移行してお

1179038F4 77イザー リスベリドン健0 Sm g「フTイザーj その他
た野社からも2021年8月・終幽荷湾み

リ、また勝f土からも2021'事8月.終 20220331 

出荷済み

弊社製造所での型車方途、製造手順・不備点

1179038F4 共和軍晶 リスペリ ドン錠0 Sm g「アメル」 A 
倹を実施し、不備が無い割払不帽の解消が

2022年12月
確置された劃晶から生直を再開したことによ

る生産遅延．

1179038F4 皇漢宜 リスベリドン睦0, 5 m g「クニヒロj

l179038F4 小林化工 リスベリドン錠0, 5 fMEEKJ 0 

1179038F4 全皇 リスベリドン舵0, 5 m g「ヨシ トミj A 

内用車 リスペリドン 117903851 0 1% lml ヤンセン リスパダール内用置 lmg/ml

117903851 共和軍晶 リスペリ ドン内用置 lmg/mL「アメルj A 
他社の出荷岡亜の・5・で需!rll.受託先割遭

来定
所での治産体制が躯しいため．

117903851 高図 リスペリドy内用車1mg/m L「タカタ』 A 

117903851 小休化工 リスベリ ドン内用量l!mg/mL「MEE KJ 0 

117903851 東相車晶 リスベリ ドン内用車lmg/mL「トーワ』 A 

117903851 同仁 リスベリドン内用藩Jmg/mL「ヨシトミ」 A 

内周車 レトロゾール 4291015F1 2 Smg l院 Mo I JI S •I h・レトロゾール錠2 Sm g『明治』

4291015F1 エルメッド レトロゾール院2, 5 m g「EEJ 0 
受託副造所の鹿禦による自主回収 (1/31翁

なし
手｝

4291015Fl サン ド レト ロゾール錠2,Sm g「サン ド」 A 

4291015FJ ダイト レトロゾール能2 Sm g「ケミ 77j A 

4291015FJ エプロ レトロゾール畦2 Sm g「ニプロJ A 
誼石工場檀見の，zーによリ割当にて既存先の

未定
l!!Aを継日続供給中

4291015FJ ノパルティ ス フェマーラ瞳2 Smg A 

4291015FJ 77イザー レトロゾール錠2, Sm g「ファイザー」 A 

4291015FI 共車IJ未来ファーマ レトロゾール碇2. 5 mg「FF p J 0 販売中止晶（2020•事10月に案内） 20220331 

4291015FI 共和軍晶 レト ロゾール健2 Smg「アメル」 0 販売中止しております

4291015F1 ’j林化工 レトロゾール錠2, 5mg fKNJ 。
4291015FI 第一三共エスファ レトロゾール盤2 5m g「Ds E P J A 

4291015F1 沢井 レト ロゾール錠2 5m g「サワイj A 

4291015F1 東和ll晶 レト ロゾーJ•ll12 5 mg rトーワ』 A 

4291015F1 日匡工 レトロゾール錠2. Smg f日匡工』 B 

42910；日Fl 日本ジzネリック レトロゾール碇2 Smg f J GJ A 

4291015Fl 日本化車 レトロゾール碇2 Smg fNKJ A 

4291015FJ 富士化学 レトロゾール睦2, 5 mg rヤクルト』 A 

429JOJ5F1 富士製車 レトロゾール佐2,5mg fFJ A 

4291015FI at田テパ77ーマ レトロゾー，.健2, 5 m g『テパ』 A 通常幽荷中
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区分 一級名 YJ9 規格単位 副造販売承ll! 岨品名 出膏続慨 出膏宜Pl&出荷静止の圃由
出冒車陣ltl&由膏静止の 経過鎗E

欄隣且且み時期 聞阻

内用車 ロサルタンカリウム 2149039Fl 25mgl健 M・II Is• lk • ロサルタンK鍵25mg「明治J

2149039Fl あずか副車 ロサルタンカリウム錠25mg fAAJ D 匝売中止晶

2!49039Fl エルメッド ロサルタ ンK健25mg「EEJ D 
委託副造所の廃業による自主回収 (1/31倉

なし
手）

2149039Fl オルガノン エユーロタン綻25mg A 

2149039Fl キ，ーりンリメディオ ロサルタンカリウム鍵25mg 「杏林j A 

2149039Fl ケミファ ロサルタンカリウム碇25mg 「ケミ 77J

2149039Fl サンド ロサルタンカリウム腔25mg「サンド」 A 

2149039Fl ダイ ト ロサルタンK’！25m g f科研』 B 

2149039Fl ニプロ ロサルタンカリウム錠25mE「Np J A 
他社出荷調置の彫ーによリ割当にて匝存先の

未定
敏量を総量供給中

2149039Fl ニプロファーマ ロサルタンカリウム睦25mE「モチダ』 20220331 

2149039Fl 77イザー ロサルタンK健25 mg r7 7イザー」 B 

2149039Fl 共i'I未来ファーマ ロサルタンカリウム錠2Smf「FF p J B 

勝社劃適用での製造方法、劃遣手順・不情点

2149039Fl 共和!11晶 ロサルタンカリウム錠25mg 「アメルj D 
検を実績し、不備が無い副晶、不惜の解消が

未定
P聖寵された製品から生置を再開したことによ

る生産運曜．

2149039Fl 高図 ロサルタンK睦25mg「タカタ』 B 

2149039Fl 小林化工 ロサルタンK健25 mg fK NJ D 

2149039Fl 金星 ロサルタンカ リウム錠25mg 「ZEJ A 

2149039Fl 大奥 ロサルタンカ リウム健25mg「DKJ B 

2149039Fl 大原 ロサルタンK舵25mg「オーハラJ B 

2149039Fl 第一三共ヱス77 ロサルタンK錠25mg「DSEP J A 

2149039Fl 問弁 ロサルタンカ リウム鍵 25mE「サワイ」 A 

2149039Fl 辰巳 ロサルタンカリウム睦25mE「Tc KJ A 

2149039Fl 東和軍晶 ロサルタンK院25mg「トーワ」 B 
自社他製剤との生産計画調堕の策ね合いによ

未定
る金重量抵のため

2149039Fl Bl!<工 ロサルタンカ リウム錠25mE「日匡工j D 富山第一工渇業務停止の，e・ 未定（グループ会社E橿成分で対応）

2149039Fl 日新製車 ロサルタンklt2 5 mg f日新」 A 

2149039Fl 日本ジzネリ ック ロサルタンカリウム錠25mg 「IG』 A 

2149039Fl 日窓車工 ロサルタンカリウム錠25mg 「Np I J A 

2149039Fl 武田テパファーマ ロサルタンカリウム錠25mg「テパ』 A 通常幽荷中 （原軍開通に隈Eあり）
直近での原判入荷予定が遅延命

(2022'李4月頃入荷予定）

2149039Fl 間違堂 臼サルタンカ リウム錠25mg「YDJ A 

内用車 ロサルタンカリウム 2149039F2 SOmg l蛇 Mo I I IS• lk • ロサルタンK健SOmg「明治」

2149039F2 あすか魁聾 ロサルタンカリウムltSOmgfAAJ D 販売中止晶

受託製造所の車業による自主回収（1/31着
2149039F2 エルメッ ド ロサルタンK畦SOmg「EEJ D 

手）
なし

2149039F2 オルガノン ニューロタン健 SOmg A 

2149039F2 キョーり yリメディオ ロサルタンカりウムltSOm g「杏林』 A 

2149039F2 ケミ 77 ロサルタンカ リウム院SOmE「ケミ 77]

2149039F2 サンド ロサルタンカリウム鍵SOmg 「サンド』 A 

2149039F2 ダイト ロサルタンK錠50 mg r科研j B 

2149039F2 ニプロ ロサルタンカ リウム錠SOmg「Np J A 
他社出荷開盤の膨曹により割当にて厩存?oの

来定
歓量を継畿供給中

同．『・・・．
2149039F2 ニプロファーマ ロサルタンカリウムltSOm g「モチダj 20220331 

2149039F2 ファイザー ロサルタンK鍵50 mg rファイザーJ B 

2149039F2 共創来来77ーマ ロサルタンカリウム睦SOmgrFFPJ c 
他社の幽荷岡聾の彫曹に伴う需要の急鳩およ

未定
ぴ製遺受託先の担適量括

勝祉国造所での劃遣方法、 割当量手廟．不備点

2149039F2 共和軍晶 ロサルタ ンカリウム綻Somg 「アメル」 D 
後を実施し、不備が無い製品、不備の解消が

来定
確寵された劃晶から生産を再開したことによ

る生産量延．

2149039F2 高田 ロサルタ ンK碇SOmg「タカタ』 B 

2149039F2 小林化工 ロサルタンK碇SOmgfKNJ D 

2149039F2 全星 ロサルタンカリウム鍵Somg 「ZEJ A 

2149039F2 大奥 ロサルタンカリウム錠5Omg fDKJ 8 

2149039F2 大原 ロサルタンK碇SOmE「オーハラ」 8 

2149039F2 第一三共エス77 ロサルタンK碇SOmg「DSEP J A 

2149039F2 沢井 ロサルタンカリウム碇50 mg rサワイj A 

2149039F2 !i!B ロサルタンカリウム錠SOmgfTCKJ A 

2149039F2 東和軍晶 ロサルタンK錠SOmg fトーワ』
自社他劃剤との集室計画調Eの嫌ね合いによ

8 未定
る生産量抵のため

2149039F2 臼匡工 ロサルタンカリウム畦SOmg「日匡工j D 富山第工喝義感停止の彫’ 未定（グループ会社量恒庫分で対応）

2149039F2 日新組車 ロサルタンK位5Omg f日新J A 

2149039F2 日本ジzネリック ロサルタンカリウム畦SomE「JGJ A 

2149039F2 日本軍工 ロサルタンカリウム鍵Somg「Np I j A 

2149039F2 武田テパファーマ ロサルタンカリウム提SOmg「テパ」 A 通常出荷ゆ（原車問遣に隈眉あり）
II近での原料入荷予定が遅延中

(2022年4月明入荷予定）

2149039F2 掴進堂 ロサルタンカリウム蛇SOmg「YDJ A 
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区分 一般名 YJ9 規格 ι単位 製造販売承院 製品名 出膏担慌 出膏宜陣旦隊出膏静止の圃由
出膏童陣:iua出荷停止の 桂遇措置

屑B発見地み時期 間限

内用車 ロサルタンカ リウム Zl49039F3 lOOmgl健 M • I ) IS• lk • ロサルタyk睦lOOmg「明治」

Zl49039F3 あすか型車 ロサルタンカ リウム舵lOOmgrAAJ D 臨売中止品

Z149039F3 エルメッド ロサルタ O/K佐lOOmg「EEJ D 
受託副造所の廃業による自主回収 (1/31着

なし

手｝ ・・ ・h ・..” 一句 ー

Zl49039F3 ニューロタン註10 0 m .g オルガノン

Zl49039F3 
甲一一 h

キョーリ yリメディオ ロサルタンカリウム錠ioomg「杏林J

21490l9F3 ケミフ ァ ロサルタンカリウム錠lOOmg『ケミファj

2149039F3 サンド ロサルタンカリウム錠lOOmgfサンドj A 

2149039F3 ダイト ロサルタンK症 lOOmg「科研』 D 
他社製品の幽荷岡聾害事の，eーによる勝社生産

2022'手4月～5月見込み
キャパを薗えた注文が急地した為

他社幽荷開置の彫曹によリ劃当にて既存先の
2149039F3 二プロ ロサルタンカリウム錠10 Omg fN PJ A 

数量を継続供拍中
未定

2149039F3 ニプロ7Tーマ ロサルタンカリウム錠lOOmg「モチダJ 20220331 

2149039F3 ファイザー ロサルタンK盤 lOOmgf77イザーJ A __ ..明日明一

他社の出荷調聾の彫ーに伴う需要の急増およ
2149039F3 共倉＇）来来 77ーマ ロサルタンカリウム盤lOOmg「FF p J c 

ぴ製造’!I!先の冨造遅延
未定

際社製造所での劃途方法、製造手順・不備点

2149039F3 共和軍晶 ロサルタンカリウム錠lOOmg「アメル」 D 
世を実施し、不備が無い盟晶、不備の解消が

来定
確寵された製品から生産を再開したことによ

る生産趨括．

2149039F3 高函 ロサルタンK錠 lOOmg「タカタJ B 

2149039F3 小林化工 ロサルタンK註 lOOmgfK M』 D 

2149039F3 金星 ロサルタンカリウム錠 lOOmg「ZEJ A 

2149039F3 大興 ロサル9ンカリウム碇 lOOmg「DKJ B 
、一

2021年11月末の際社委託先物置センターの火
2149039F3 大廟 ロサルタンK碇 lOOmg「オーハラ」 D 

見の影ー
未定

2149039F3 第一三共エスファ ロサルタンK碇 lOOmE「DSEP J A 

2149039F3 沢井 ロサルタンカリウム錠 lOOmE「サワイJ A 

2149039F3 辰巳 ロサルタンカリウム綻 lOOmg「TC KJ A 山 町山・四 ’....’l ’.... l’.... 
自社他製剤との生産計宙開畳の嫌ね合いによ

2149039F3 東和軍品 ロサルタンK錠 10 0 mg rトーワ」 c 
る生産量延のため

2021年12月

2149039F3 日匡工 ロサルタンカリウム錠lOOmg「日医工』 。富山第一工場業務停止の舵曹 来定（グルプ会社重橿庇分で対応）

2149039F3 日新型車 ロサルタンK粧 lOOmg「日新」 A 

2149039F3 日本ジェネリック ロサルタンカリウム錠 IOOmE「JG」 A 

2149039F3 日本車工 ロサルタンカリウム蛇 lOOmgfNPIJ A 

来定（各社の出荷問畳解除の時期に

2149039F3 武田テパファーマ ロサルタンカリウム腔 IOOmE「テパ」 A 
他社要因による需要地加のため、出荷調豊中 よる）

｛原車問遣に醒圏あり） 直近での原料入荷予定が遅延中

(2022'手4月噴入荷予定｝

2149039F3 陪進堂 ロサルタンカリウム碇 lOOmE「YDJ A 

内周車 ロスパスタチンカルシウム 2189017F3 2. 5 mg I錠 ODI:! M • I J IS• 1k, ロスパスタチンOD蛙2. Smg r明泊J

2189017F3 Tストラゼネカ クレストールOD錠2 Smg A 

2189017F3 エルメッド ロスパスタチンOD錠2 5 mg rE EJ A 

21B9017F3 ケミファ ロスパスタチン0 0錠2 Sm E「ケミ 77J

2189017F3 ダイト ロスパスタチンOD鍵1 Smg f科研J A 

2189017F3 ニプ口 ロスパス~チン O Dti'2 Sm g「ニプロJ A 
鏡石工場世児の舵ーにより割当にて既存先の

未定
敏量を継臨供給中

2189017F3 共由＇i来来ファーマ ロスパスタチン00錠E Smg「共創未来J A 

2189017F3 共和!ii!品 ロスパスタチンOD錠Z Sm g「アメJvJ c 受託副適用の生産運量 未定

2189017F3 高図 ロスパスタチンOD健2 Sm g「タカタ」 A 

2189017F3 三和化学 ロスパスタチンOD健2. Sm g「三和J A 需要噌に伴う製造委E先の生産の遅延 未定

21B9017F3 4林化工 ロスパスヲチンOD錠2 Smg fMEEKJ 。
2189017F3 大原 ロスパスタチンOD錠2 Smg「オーハラJ A 

2189017F3 第一三共エスファ ロスパス~チン 0 0錠2 Smg fDSEPJ A 

2189017F3 沢井 ロスパスタチンOD錠2 Sm g「サワイ』 A 

2189017F3 直巳 ロスパスタチンODti'2 Sm g「TC KJ A 

2IB9017F3 ，便利車品 ロスパスタチンOD錠2. 5 m g「ト ーワJ A 
急置な需要増加に伴い、既存先への供給を置

朱定
先するため

2189017F3 目匡工 ロスパスタチンOD錠2 Smg「日匡工」 A 

2189017F3 日本ジェネリック ロスパスタチンOD錠2 Smg「JG」 A 

2189017F3 間違堂 ロスパスタチンOD錠2. 5 m g「YDJ A 

内周車 ロスパスタチンカルシウム 2189017F4 Smgl錠 OD睦 Mo I ) IS• 1k • ロスパスタチンOD錠Smg「明治」

2189017F4 アストラゼネカ クレストールOD盤Smg A 

21B9017F4 エルメッド ロスパスタチン0 D錠SmE「EEJ A 

2189017F4 ケミファ ロスパスタチンOD錠Smg「ケミ 77・J r 

2189017F4 ダイト ロスパスタチンOD錠SmE「科研」 A 

2189017F4 ニプロ ロスパスタチンOD錠Smg「ニプロ」 A 
盟石工喝世提の膨ーによリ劃当にて既存先の

未定
敏量を継続供給中

2IB9017F4 共l＇）来来 77ーマ ロスパスタチンOD錠Smg「共！＇）来来」 A 

2189017F4 共和軍晶 ロスパスタチンOD錠Smg「アメル」 A 汎問視織の出荷聞置の偽． 未定

2189017F4 高国 ロスパスタチンOD錠SmE「タカタj A 

2189017F4 三和化学 ロスパスタチンOD錠Smg「三和』 A 需要滑に伴ラ副遭委託先の生産の置延 来定

2189017F4 小林化工 ロスパス~チンO D碇SmgfMEEKJ D 

2189017F4 大原 ロスパスタチンOD碇Smg「オーハラJ B 

2189017F4 第一三共エスファ ロスパスタチンOD盤SmgrDSEPJ A 

2189017F4 問弁 ロスパスタチンOD錠Smg「サワイJ A 

2189017F4 辰巳 ロスパスタチンOD錠Smg「TC KJ A 

2189017F4 3便利車晶 ロスパスタチンOD健Smgfトーワj A 
念置な需要増加に伴い、既存先への供給を置

タ告するため
未定

2189017F4 日医工 ロスパスタチンOD碇Smg r日匡工I A 

2189017F4 日本ジェネリック ロスパスタチンOD錠Smg「jG」 B 

2189017F4 闇進堂 ロスパスタチンOD錠Smg rv DJ A 

内周車 ロフラゼプ瞳エチル 1124029F2 2mgl錠 Mo I ) IS• 1k • メイフックス綻2mg

1124029F2 シオノ ロフラゼプ酷エチル碇Zmg「SN」 A 

1124029F2 沢井 ロフラゼプ酷エチル睦2mg「サワイ」 A 

1124029F2 東和軍晶 ロフラゼプ瞳エチル綻2mg「トーワ」 c 委託先からの供桔が滞っているため 未定

1124029F2 日臣工 ロフラゼプ瞳エチル躍2mz「日匡工』 A 
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区分 一般名 YJ9 規格 ・単位 副量販売承毘 製品名 出荷揖況 出膏茸陣ltli出荷静止の園自
幽膏宜骨ltli出膏停止の 瞳遇措置

解除見晶み時期 期限

内用車 ロベフミ ド塩瞳塩 2319001Ml lmglカプセル ヤンセン ロベミンカプセル lmg A 

原聾の異物理入問匝が発生し、），）：田原聾入荷

2319001Ml 沢井 ロベラミド塩檀塩カプセル lmE「サワイJ 。 の見通しが立っておらず欠品．先発 ロベラ 2022年4月よリ出荷再開見込み．

ミド錠にて代曾．

際社副造工舗における製造管理および品質管

2319001Ml 量生堂 ロベラミド塩敵塩カプセル lmgf J GJ D 
理に問題がないかどうかの嗣曜的な問牽の過

来宜
程で生産量延並びに出荷判定の遅延が発生し

たため．

来定（各社の幽荷同盟解除の時期に

よる）

2319001Ml 武田テパファーマ ロベラミド塩瞳塩カプセル lmg「タイヨー」 A 他社要因による需要櫓加のため‘出荷聞置中 原車入荷通話

2022年5月の製版承網盛時に内型化

（他社司岐車工渇）

2319001Ml 堀井 ロベラミ ド塩阻塩カプセル lmg 「ホりイ』

内用車 ホ匝化ア＂ Eニウム ホ量化？グネシウム 234910101 サノフィ マーロックス胆置問配合頼粒 A 

234910101 沢井 マックメ γ トIP.jl用田合Ds A 

234910101 量生堂 アイスフラッ ト思酒周配合顎粒 D 自主回収による出荷停止． 製造販売中止

234910101 舗原 りタロクス剛置用配合頼粒

234910101 車洋型化 マル才ァ胆:Ii用配合顕粒 A 

234910101 東和襲品 マーレッジ睡酒用田合Ds B 
自社他製剤との生産計画拘置の兼ね合いによ

る生産量躍のため

234910101 日新製草 ディクアノン踊置用配合頼粧 A 

内用車 レポドパーカルピドパ l169101Fl 1錠 オルガノン メネシツ トE合碇10 0 A 

1169101Fl ダイト ドパコール配合世L1 O O A 

勝社製造所での製造方法、製造手順・不情点
2022'李2/l（一時供給停止時出荷調

l169101Fl 共和車品 カルコーパE合躍し 10 0 D 検を実施したところ‘当局相甑が必要である
盤に修行）

事案を確回数しました．相肢を実絡中．

1169101Fl 小林化工 パーキス トン配合錠L1 O O D 

1169101Fl 大原 ネオドパス トン配合錠L1 0 0 B 

l169101Fl 辰巳 レプリ ントンE合錠L1 0 0 A 

内用車 レポドパーカJレピドパ l169101F2 1錠 オルガノン メネγ ットE合鍵250 A 

1169101F2 ダイト ドパコールE合躍し 250 B 

1169101F2 共和軍品 カルコーパ配合碇L25 0 A 汎周担桔の出荷周盤の偽． 来宜

1169101F2 小林化工 パーキストン肥合躍し 25 0 D 

1169101F2 大原 ネオ ドパス トンE合錠L2 5 0 B 

1169l01F2 民巴 レプリントン国合畦L2 5 0 A 

肉用車 アデノシン三りン直二ナトリウム 3992001Fl 20mg l佐 アルフレッサファーマ ATP蝿溶碇20mgrAFPJ A 
原薬メーカー製造中止で地産できないため、

来宣
新規不可の出荷田監中

3992001Fl トーアヱイヨー トリノシン腸擢錠20mg A 

3992001Fl 奥羽 アデホスコ ワ腿濯錠20 A 

3992001Fl 日E工 AT P掴書碇20mg「日匿工」 D 富山第ー工喝策務停止の彫曹 2021年8月供枯停止夢前線告書纏幽

内用車 オザグレル塩磁塩 4490012Fl lOOmgl錠 キッセイ ドメナン能！ OOmg A 

4490012Fl ’l哨化工 オザグレル錠 1O O fK NJ D 

泊 j車 ナファモスタ・yトメシル阻塩 399940703 !OOmglllli エイワイファーマ ナファモスタ ッ トメシル量塩注射用 lOOm• rAVJ 

2019年10月のナフ Tモスタ γ トメシル阻塩草

射用SOmg f胞化成jの自主回収後の膨曹、さ

らに、 一部の後発匡車品盟通匝ヲ句集者の行政

399940703 旭化成77ーマ ナ77モスタγトメシル瞳塩注射用 loOma『旭化底j c 品分により製品の生産が畏期間停止:Rli掴小 来定

された問置をうけ、製造受託先〆ーカーの生

重ラインが圃迫し当社への供給量減少、入荷

置延発生のため、本海リの出荷開盤を級覇中．

399940703 共創未来77ーマ ナフ7モス.，トメシル置塩注射用lOOmr rAFPJ A 

399940703 d寸制ヒ工 ナ7 1"' -E;l..t •i トメシル恒塩注射用 lOom, rMEEKJ c 
399940703 ’R董 ナ7'モスタットメシル岨塩注射用lDOma『7ソーj 20220331 

399940703 日匡工フTーマ ナ77毛1.引トメシ＂随塩注射閉 loom,rel!!エl A 

399940703 貫困テパファーマ ナ77モ，.γトメシ＂圃塩注射用 10Om1「武田テパJ A 通常出荷中

湖揮 ゾレドロン置 3999423A3 4mgl00mll畠 コ－7パイオテγクベイ ゾレドロ7・a靖肺生4m1/lDO ml • ＜γ グ 「ヤヲル ト 』 A 

3999423A3 ニプロ ゾレドロン階点適’:14m(/lOOm Lパヮグ『ニプ日』 A 

3999423A3 マイラン ゾレドロン恒血宮島注意4m1/lOO mL, l •Jグ 「7' イザーI A 

3999423A3 共和クリティケア ゾレドロン...潤’＇＂＇柵• ／ l OOm kパ？グrKcc』 A 

3999423A3 高閏 ゾレドロン瞳血清肺＂4m1/lOOmlパγグrNKJ A 

原軍副造所が同社全原彊を対象に幽荷停止処

3999423A3 沢井 ゾレFロン阻息粛齢注意4司直／1OOmL 1< •1 グ 『廿ワイ 』 D 分を畳けてお IJ，出荷停止処分解除の目途が
2021/2/12供枯停止事前報告提出．

立たない状況．
販売中止案内済．

3999423A3 車和車品 ゾレド臼ン慣点靖骨注4m1/lOOmlパ7グ『トーワ』 B 

3999423A3 日匡工 ゾレFロン値車蝿帥注量4mt:/l白OmLバッグ『日置工』 D 他社の供給状況不安定の彫曹 2021年12月車価基準削除願い慢出

3999423A3 臼匡工ファーマ ゾレド白ン量.:i:JI•建4mr / 1 日目同， ，. .， グ f Bl!IPJ A 

3999423A3 武田テパファーマ ゾレドロン瞳点＋高肺＂＇••／ l OOmlパyグ『テパJ D 中止品 20220331 

外用車 ジフルプレドナート 2646725川1 。‘ 05%lg 岩槻 ジフルプレドナート敵膏0, 0 5% 『イワキ』 A 

2646725Ml 小林化工 ジフルプレドナート軟膏0 05% 「KNJ D 

2646725Ml 前回 ジフルプレドナート歓膏0,05%rMYKJ A 

2646725Ml 困辺三葺 守イザー軟膏0 05% A 

外用車 ポピドンヨード 2612701Q3 10%10ml M • I J IS• 1k • ボピドンヨード外周置10%「明治』

2612701Q3 オオサキ ポピドンヨード外用量10%「オオサキ』

2612701Q3 シオエ ポピドンヨード消毒草10%「シオエJ A 

2612701口3 ニプロ ポピドンヨード消毒用車10% fN P J A 

2612701Q3 マイラン ポピドンヨード外用車 1"" rマイラン』 A 

2612701Q3 ムンディファーマ イソジン置10見

2612701Q3 ヤクハン ポピヨード置10%

2612701Q3 岩綬 ポピドンヨード外用連10%「イワキ」 A 

2612701Q3 吉田副聾 ポピヨ ドン謹 10% A 

2612701Q3 健栄 ポピドyヨード消毒班10%「ケンエーJ A 
支障も停止もしておりません．通常通りで

す．

2612701Q3 後了 ボピドンヨード消毒寵10%「カネイチj A 

2612701Q3 三恵 J、ィポピロン外用車10弘

2612701Q3 中北 ポピドンヨード謹10%「メタルI
2612701Q3 東海且車 ポピドンヨード外用i!l:l0%「車海」

2612701Q3 日興組重 ポピラール消毒置10%

2612701Q3 日新劃車 ポピドンヨード外周置10%「日新」 A 
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⑧ 

日本製薬団体連合会会長殿

医政経発0304第5号

令和4年3月4日

厚宝前l輸省
厚生労働省医政局経済課曜画面輪

~~長run~

「医療用医薬品の供給不足に係る対応についてJ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に係る医薬品の供給状況の

調査について（開査協力依頼）J （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。以下「1月通知」とし巾。）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J（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J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。調査にご協力いただきありがとうございました。

本調査の対象となっている成分規格は、昨年9月の供給量がおととし9月の供給量よりも

5%以上増加しており成分規格全体として概ね需要を満たしているものと考えられること、

また、今回公表した調査結果についてもあわせて勘案いただき、下記についてご協力いた

だきますようお願いいたします。

なお、別添のとおり、同時に、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は、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は、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いることを申し添えます。
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1. 12月通知に準じ、当該成分規格を製造販売する企業は出荷調整の解除に努めてい

ただきたいこと。

2. 製造販売する医薬品を安定的に供給することは、一義的には製造販売企業の責務

であることを踏まえ、医療機関、薬局、卸売販売業者等の関係者が供給状況等を確認

することができるよう、 12月通知及び1月通知に基づき、適宜、製造販売企業が製造販

売する医薬品の供給状況について各社のウェプサイト等において公表し、その旨を業

界団体に報告し、業界団体においてそれらの情報を取りまとめて提供いただくなど、適

切な情報の公開をお願いしたし、こと。

3. 引き続き、 f医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供についてJ（令和2年12

月18日付け厚生労働省医政局経済課長通知）に従い必要な情報提供を行っていただ

きたいこと。

4. 引き続き、医薬品の安定供給に努めていただきたいこと。
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⑧ 

一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長殿

医政経発 0304第7号

令和4年3月4日

「医療用医薬品の供給不足に係る対応についてJ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．

f『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（協力依頼）J （令和4年1月25日付け医政経発0125第3号厚生労働省医政局経

揖保長通知。以下「1月通知Jという。）の別訴の目本製薬団体連合会宛て通知により実施

した、 f医療用医薬品の供給不足に係る対応についてJ（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務謀長通知。以下『12月通知jという。）の別様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

欄査の結果は、別紙の通りとなりましたのでお知らせいたします。

貴会におかれましては、流通担当事業者として、引き続き、製造販売業者、医療機関・

薬局等と協力しつつ、当額成分規格の供給が偏らないように受注・出荷を行い、返品を避

けていただくよう毘慮いただく等、医薬品の安定供給及び円滑な流通にご協力いただきま

すよう会員への周知方よろしくお願いします。

なお、別総のとおり、日本製旗団体連合会に対しては、 12月通知及び本調査の結果を

踏まえ、出荷開盤の解除に努めていただくとと、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

人岡本歯科医師会、公益社団法人日本薬剤師会及び四病院団体協障会に対しては、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

同ー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、 1月通知に引き続き協

力をお願いしていることを申し訴えます。
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ー般社団法人日本ジヱネリック医薬品販社協会会長殿

医政経発0304第7号

令和4年3月4日

r 医療用医薬品の供給不足に係る対応についてJの別添1に係る

医薬品の供給状況の繍査結果について

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。

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

について（協力依頼）J （令和4年1月25日付け医政経発0125第3号厚生労働省医政局経

清膿長通知。以下「1月通知j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J（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線長通知。以下「12月通知Jという。）の別離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。

貴会におかれましては、流通担当事業者として、引き続き、製造販売業者、医療機関・

薬局等と協力しつつ、当醸成分規格の供給が偏らないように受注・出荷を行い、返品を避

けていただくよう配慮いただく等、医薬品の安定供給及び円滑な流通にご協力いただきま

．すよう会員への周知方よろしくお願いします。

なお、別添のとおり、日本製薬団体連合会に対しては、 12月通知及び本開査の結果を

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融会に対しては、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、 1月通知に引き続き協

力をお願いしていることを申し添えます＠

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/




