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2023 年 3 月 

医療関係者 各位 

フ ァ イ ザ ー 株 式 会 社 

ヴィアトリス製薬株式会社 

 
 

経過措置期間満了のご案内 

(経過措置期間満了日：2023 年 3 月 31 日) 
 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

さて、既に経過措置品目への移行のご案内をさせていただきました下記製品につきまして、

2023 年 3 月 31 日に経過措置期間が満了いたしますので、改めてご案内申し上げます。 

ご愛用を賜りました医療関係者の皆様には、心より感謝申し上げますとともに、大変ご迷

惑をお掛けしますことを謹んでお詫び申し上げます。 

事情をご賢察の上、何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

謹白  
 

 

記 

＜対象品目＞ 

①  販売中止品目：31 品目（別紙 1 参照） 

（2022 年 3 月 4 日付官報告示・2022 年 4 月 1 日適用） 

 

②  販売名変更品目：101 品目（別紙 2 参照） 

（2022 年 4 月 19 日付官報告示・2022 年 4 月 20 日適用） 

 

③  販売名変更品目：113 品目（別紙 3 参照） 

（2022 年 6 月 16 日付官報告示・2022 年 6 月 17 日適用） 

 

以上 

 

 

 

【製品供給に関するお問い合わせ先】 

ヴィアトリス製薬株式会社 供給関連コールセンター 

フリーダイヤル0120-170-523  受付時間9：00-17：30（土日祝・弊社休業日を除く） 

【製品情報に関するお問い合わせ先】 

ヴィアトリス製薬株式会社 メディカルインフォメーション部 

フリーダイヤル0120-419-043  受付時間9：00-17：30（土日祝・弊社休業日を除く） 

【本案内文書の掲載先】 

Webサイト（Viatris e Channel）にも製品情報を掲載しています。 

https://www.viatris-e-channel.com 

NBZ27N053A 
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別紙1 

 

◆販売中止品目：31品目（2022年3月4日付官報告示・2022年4月1日適用） 

 

アテノロール錠25mg「ファイザー」※1 ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「ファイザー」※1 

アテノロール錠50mg「ファイザー」※1 ヒアルロン酸Na点眼液0.3％「ファイザー」※1 

イマチニブ錠100mg「ファイザー」※1 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「CHOS」※1 

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ファイザー」※1 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ファイザー」 

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」※1 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ファイザー」 

シスプラチン点滴静注液10mg「ファイザー」※1 プランルカストカプセル112.5mg「ファイザー」※1 

シスプラチン点滴静注液25mg「ファイザー」※1 プランルカストドライシロップ10％「ファイザー」※1 

シスプラチン点滴静注液50mg「ファイザー」※1 ポビドンヨードガーグル7％「マイラン｣※1 

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10％ 

「ファイザー」※1 
ポラプレジンク顆粒15％「ファイザー」※1 

セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg 

「ファイザー」※1 
メロペネム点滴静注用0.25g｢ファイザー｣※1 

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 

「ファイザー」※1 
メロペネム点滴静注用0.5g｢ファイザー｣※1 

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」※1 リスペリドン細粒1％「ファイザー」※1 

ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ファイザー」※1 重質酸化マグネシウム「ホエイ」 

タゾピペ ®配合静注用2.25「ファイザー」 ＴＭ配合散 

タゾピペ ®配合静注用4.5「ファイザー」  

タゾピペ®配合点滴静注用バッグ2.25「ファイザー」  

タゾピペ®配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザー」  

※1：統一名収載品目のため、経過措置に関する個別の告示は行われません。2022年3月4日付官報にて

告示された銘柄別収載品目と同様の扱いとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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別紙2 

 

◆販売名変更品目：101品目（2022年4月19日付官報告示・2022年4月20日適用） 

 

アシクロビル錠200mg｢ファイザー｣※2 シンバスタチン錠5mg｢マイラン｣ 

アシクロビル錠400mg｢ファイザー｣※2 シンバスタチン錠10mg｢マイラン｣※2 

アトモキセチンカプセル5mg｢ファイザー｣ シンバスタチン錠20mg｢マイラン｣ 

アトモキセチンカプセル10mg｢ファイザー｣ セフトリアキソンNa静注用0.5g｢ファイザー｣ 

アトモキセチンカプセル25mg｢ファイザー｣ セフトリアキソンNa静注用1g｢ファイザー｣※2 

アトモキセチンカプセル40mg｢ファイザー｣ 
セフトリアキソンナトリウム点滴静注用 

バッグ1g｢ファイザー｣※2 

アムバロ ®配合錠｢ファイザー｣※2 セボフルラン吸入麻酔液｢マイラン｣※2 

アレンドロン酸錠5mg｢ファイザー｣※2 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg｢ファイザー｣ 

アレンドロン酸錠35mg｢ファイザー｣ タクロリムスカプセル0.5mg｢ファイザー｣ 

イソフルラン吸入麻酔液｢ファイザー｣ タクロリムスカプセル1mg｢ファイザー｣ 

イトラコナゾール内用液1％｢ファイザー｣ タクロリムスカプセル5mg｢ファイザー｣ 

イルアミクス ®配合錠LD｢ファイザー｣※2 タンニン酸アルブミン｢ファイザー｣原末※2 

イルアミクス ®配合錠HD｢ファイザー｣ 
テイコプラニン点滴静注用200mg 

｢ファイザー｣※2 

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg 

｢ファイザー｣※2 
トアラセット ®配合錠｢ファイザー｣ 

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg 

｢ファイザー｣※2 

トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg

｢ファイザー｣※2 

エナラプリルマレイン酸塩錠10mg｢ファイザー｣ ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg｢ファイザー｣ 

エンテカビル錠0.5mg｢ファイザー｣※2 
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット 

｢ファイザー｣ 

オキサトミドシロップ小児用0.2％ 

｢ファイザー｣ 

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット 

｢ファイザー｣ 

オランザピン錠2.5mg｢ファイザー｣※2 ナフトピジル錠25mg｢ファイザー｣※2 

オランザピン錠5mg｢ファイザー｣※2 ナフトピジル錠50mg｢ファイザー｣※2 

オランザピン錠10mg｢ファイザー｣※2 ナフトピジル錠75mg｢ファイザー｣ 

オランザピンOD錠2.5mg｢ファイザー｣※2 バルサルタン錠20mg｢ファイザー｣※2 

オランザピンOD錠5mg｢ファイザー｣※2 バルサルタン錠40mg｢ファイザー｣※2 

オランザピンOD錠10mg｢ファイザー｣※2 バルサルタン錠80mg｢ファイザー｣ 

オランザピン細粒1％｢ファイザー｣※2 バルサルタン錠160mg｢ファイザー｣ 

オルメサルタンOD錠5mg｢ファイザー｣※2 パンクレアチン｢ファイザー｣原末※2 

オルメサルタンOD錠10mg｢ファイザー｣※2 バンコマイシン塩酸塩散0.5g｢ファイザー｣※2 

オルメサルタンOD錠20mg｢ファイザー｣※2 
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 

｢ファイザー｣※2 

オルメサルタンOD錠40mg｢ファイザー｣※2 
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g 

｢ファイザー｣※2 

カフェイン水和物｢ファイザー｣原末 ピタバスタチンCa･OD錠1mg｢ファイザー｣ 

クロモグリク酸Na点眼液2％｢ファイザー｣ ピタバスタチンCa･OD錠2mg｢ファイザー｣ 

ジソピラミド徐放錠150mg｢ファイザー｣ ピタバスタチンCa･OD錠4mg｢ファイザー｣ 

シベレスタットNa点滴静注用100mg 

｢ファイザー｣ 
ファムシクロビル錠250mg｢ファイザー｣ 

シロスタゾールOD錠50mg｢マイラン｣※2 ブテナフィン塩酸塩クリーム1％｢ファイザー｣※2 

シロスタゾールOD錠100mg｢マイラン｣ フルタミド錠125mg｢ファイザー｣※2 

シロスタゾール錠50mg｢マイラン｣※2 フレカイニド酢酸塩錠50mg｢ファイザー｣ 

シロスタゾール錠100mg｢マイラン｣ フレカイニド酢酸塩錠100mg｢ファイザー｣ 

※2：統一名収載品目のため、経過措置に関する個別の告示は行われません。2022年4月19日付官報にて

告示された銘柄別収載品目と同様の扱いとなります。 

（次ページへ続く） 
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プレドニゾロン錠1mg｢ファイザー｣※2 
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg

｢ファイザー｣ 

プレドニゾロン錠5mg｢ファイザー｣※2 メサラジン腸溶錠400mg｢ファイザー｣ 

プレドニゾロン軟膏0.5％｢マイラン｣ モンテルカスト細粒4mg｢ファイザー｣※2 

プロポフォール1％静注20mL｢ファイザー｣ リザトリプタンOD錠10mg｢ファイザー｣ 

プロポフォール1％静注50mL｢ファイザー｣※2 リドカイン塩酸塩注射液0.5％｢ファイザー｣ 

プロポフォール1％静注100mL｢ファイザー｣※2 リドカイン塩酸塩注射液1％｢ファイザー｣ 

ペルゴリド錠50μg｢ファイザー｣ リドカイン塩酸塩注射液2％｢ファイザー｣ 

ペルゴリド錠250μg｢ファイザー｣※2 乾燥酵母｢ファイザー｣原末 

ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V％

｢ファイザー｣ 
酸化亜鉛｢ファイザー｣原末 

ボセンタン錠62.5mg｢ファイザー｣※2 炭酸水素ナトリウム｢ファイザー｣原末 

ポビドンヨードゲル10％｢マイラン｣ 炭酸水素ナトリウム錠500mg｢ファイザー｣ 

ポビドンヨード外用液10％｢マイラン｣ 乳酸カルシウム｢ファイザー｣原末 

マキサカルシトール静注透析用2.5μg 

｢ファイザー｣ 

 

マキサカルシトール静注透析用5μg 

｢ファイザー｣ 

 

マキサカルシトール静注透析用10μg 

｢ファイザー｣※2 

 

※2：統一名収載品目のため、経過措置に関する個別の告示は行われません。2022年4月19日付官報にて

告示された銘柄別収載品目と同様の扱いとなります。 

（次ページへ続く） 
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別紙3 

 

◆販売名変更品目：113品目（2022年6月16日付官報告示・2022年6月17日適用）  

 

アスピリン腸溶錠100mg｢ファイザー｣※3 グリメピリド錠0.5mg｢ファイザー｣※3 

アセトアミノフェン｢ファイザー｣原末※3 グリメピリド錠1mg｢ファイザー｣※3 

アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液

10W/W％｢ファイザー｣※3 
グリメピリド錠3mg｢ファイザー｣※3 

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg｢ファイザー｣※3 クロピドグレル錠25mg｢ファイザー｣※3 

イミダプリル塩酸塩錠5mg｢ファイザー｣※3 クロピドグレル錠75mg｢ファイザー｣※3 

イミダプリル塩酸塩錠10mg｢ファイザー｣※3 ケトチフェン点鼻液0.05％｢ファイザー｣※3 

エバスチン錠5mg｢ファイザー｣※3 シクロスポリンカプセル10mg｢ファイザー｣ 

エバスチン錠10mg｢ファイザー｣※3 シクロスポリンカプセル25mg｢ファイザー｣ 

エバスチンOD錠5mg｢ファイザー｣※3 シクロスポリンカプセル50mg｢ファイザー｣ 

エバスチンOD錠10mg｢ファイザー｣※3 シクロスポリン細粒17％｢ファイザー｣ 

エパルレスタット錠50mg｢ファイザー｣※3 スマトリプタン錠50mg｢マイラン｣※3 

エピナスチン塩酸塩錠10mg｢ファイザー｣※3 セフタジジム静注用0.5g｢マイラン｣※3 

エピナスチン塩酸塩錠20mg｢ファイザー｣※3 セフタジジム静注用1g｢マイラン｣※3 

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg｢ファイザー｣※3 センノシド錠12mg｢ファイザー｣※3 

オロパタジン塩酸塩錠5mg｢ファイザー｣ ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL｢ファイザー｣ 

オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg｢ファイザー｣※3 
ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ

｢ファイザー｣ 

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg｢ファイザー｣ タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg｢ファイザー｣※3 

カルベジロール錠1.25mg｢ファイザー｣※3 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg｢ファイザー｣※3 

カルベジロール錠2.5mg｢ファイザー｣※3 
チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg 

｢ファイザー｣※3 

カルベジロール錠10mg｢ファイザー｣※3 
チアミン塩化物塩酸塩注射液20mg 

｢ファイザー｣※3 

カルベジロール錠20mg｢ファイザー｣ チモール｢ファイザー｣原末※3 

ガンシクロビル点滴静注用500mg｢ファイザー｣ ツロブテロールテープ0.5mg｢ファイザー｣※3 

キニジン硫酸塩｢ファイザー｣原末※3 ツロブテロールテープ1mg｢ファイザー｣※3 

キニジン硫酸塩錠100mg｢ファイザー｣ ツロブテロールテープ2mg｢ファイザー｣※3 

クエチアピン錠25mg｢ファイザー｣※3 
テルビナフィン塩酸塩クリーム1％ 

｢ファイザー｣ 

クエチアピン錠100mg｢ファイザー｣※3 テルビナフィン錠125mg｢ファイザー｣※3 

クエチアピン錠200mg｢ファイザー｣※3 ドブタミン点滴静注液100mg｢ファイザー｣※3 

※3：統一名収載品目のため、経過措置に関する個別の告示は行われません。2022年6月16日付官報にて

告示された銘柄別収載品目と同様の扱いとなります。 

（次ページへ続く） 
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ドブタミン点滴静注液200mgキット 

｢ファイザー｣※3 
ラフチジン錠5mg｢ファイザー｣※3 

ドブタミン点滴静注液600mgキット 

｢ファイザー｣※3 
ラフチジン錠10mg｢ファイザー｣ 

パロキセチン錠5mg｢ファイザー｣ ラベプラゾールNa錠5mg｢ファイザー｣ 

パロキセチン錠10mg｢ファイザー｣ ラベプラゾールNa錠10mg｢ファイザー｣ 

パロキセチン錠20mg｢ファイザー｣ ラベプラゾールNa錠20mg｢ファイザー｣ 

ピオグリタゾン錠15mg｢ファイザー｣ リセドロン酸Na錠2.5mg｢ファイザー｣ 

ピオグリタゾン錠30mg｢ファイザー｣ リセドロン酸Na錠17.5mg｢ファイザー｣※3 

ピオグリタゾンOD錠15mg｢ファイザー｣ リン酸コデイン錠5mg｢ファイザー｣※3 

ピオグリタゾンOD錠30mg｢ファイザー｣ レトロゾール錠2.5mg｢ファイザー｣※3 

ビカルタミド錠80mg｢ファイザー｣ レバミピド錠100mg｢ファイザー｣※3 

ピタバスタチンCa錠1mg｢ファイザー｣※3 レボカバスチン点眼液0.025％｢ファイザー｣※3 

ピタバスタチンCa錠2mg｢ファイザー｣※3 レボフロキサシン点眼液0.5％｢ファイザー｣ 

ピタバスタチンCa錠4mg｢ファイザー｣ レボフロキサシン点眼液1.5％｢ファイザー｣ 

ブドウ糖注射液5％｢マイラン｣ 
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg 

｢ファイザー｣ 

ブドウ糖注射液20％｢マイラン｣ ロサルタンK錠25mg｢ファイザー｣※3 

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg｢ファイザー｣ ロサルタンK錠50mg｢ファイザー｣ 

プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg｢ファイザー｣ ロサルタンK錠100mg｢ファイザー｣※3 

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻

液50μg｢ファイザー｣※3 
ロサルヒド ®配合錠HD｢ファイザー｣ 

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％ 

｢ファイザー｣ 
ロサルヒド ®配合錠LD｢ファイザー｣※3 

ベラプロストNa錠20μg｢ファイザー｣※3 ロスバスタチン錠2.5mg｢ファイザー｣ 

ボグリボース錠0.2mg｢ファイザー｣※3 ロスバスタチン錠5mg｢ファイザー｣ 

ボグリボース錠0.3mg｢ファイザー｣※3 ロラタジン錠10mg｢ファイザー｣ 

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT｢ファイザー｣※3 ロラタジンOD錠10mg｢ファイザー｣ 

メトホルミン塩酸塩錠500mgMT｢ファイザー｣※3 酸化マグネシウム錠250mg｢マイラン｣※3 

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg｢ファイザー｣※3 酸化マグネシウム錠330mg｢マイラン｣※3 

モサプリドクエン酸塩錠5mg｢ファイザー｣※3 酸化マグネシウム錠500mg｢マイラン｣※3 

モンテルカストチュアブル錠5mg｢ファイザー｣※3 硝酸銀｢ファイザー｣原末※3 

モンテルカスト錠5mg｢ファイザー｣※3 生理食塩液｢マイラン｣ 

モンテルカスト錠10mg｢ファイザー｣※3 黄色ワセリン（マイラン） 

 白色ワセリン（マイラン） 

※3：統一名収載品目のため、経過措置に関する個別の告示は行われません。2022年6月16日付官報にて

告示された銘柄別収載品目と同様の扱いとなります。  


