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製品名 原薬名 最終原薬製造国

ｄ-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04％「ツルハラ」 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 日本
ＦＡＤシロップ0.3%「ツルハラ」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム 日本
ＦＡＤ錠10mg「ツルハラ」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム 日本
ＦＡＤ錠5mg「ツルハラ」 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム 日本
FAD注１０mg（ツルハラ） フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム 日本
FAD注２０mg（ツルハラ） フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム 日本
アスコルビン酸注射液100mg「ツルハラ」 アスコルビン酸 イギリス
アスコルビン酸注射液500mg「ツルハラ」 アスコルビン酸 イギリス
アズレンうがい液４％「TSU」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本
アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本
アズレン錠2mg「ツルハラ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本
アズレン顆粒1%「ツルハラ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本
アゼラスチン塩酸塩錠0.5ｍｇ「ツルハラ」 アゼラスチン塩酸塩 日本
アゼラスチン塩酸塩錠1ｍｇ「ツルハラ」 アゼラスチン塩酸塩 日本
アテノロール錠25mg「ツルハラ」 アテノロール 台湾
アテノロール錠50mg「ツルハラ」 アテノロール 台湾
アトルバスタチン錠10mg「TSU」 アトルバスタチンカルシウム水和物 大韓民国
アトルバスタチン錠5mg「TSU」 アトルバスタチンカルシウム水和物 大韓民国
アマンタジン塩酸塩細粒10％「ツルハラ」 アマンタジン塩酸塩 中華人民共和国
アマンタジン塩酸塩錠100㎎「ツルハラ」 アマンタジン塩酸塩 中華人民共和国
アマンタジン塩酸塩錠50㎎「ツルハラ」 アマンタジン塩酸塩 中華人民共和国
アミノフィリン静注液250mg「ツルハラ」 アミノフィリン 日本
アムロジピン錠10mg「ツルハラ」 アムロジピンベシル酸塩 日本
アムロジピン錠2.5mg「ツルハラ」 アムロジピンベシル酸塩 日本
アムロジピン錠5mg「ツルハラ」 アムロジピンベシル酸塩 日本
アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハラ」 アルジオキサ 日本
アルジオキサ顆粒25％「ツルハラ」 アルジオキサ 日本
アルジオキサ顆粒50％「ツルハラ」 アルジオキサ 日本
アロプリノール錠100mg「ツルハラ」 アロプリノール イタリア
アロプリノール錠50mg「ツルハラ」 アロプリノール インド
アンブロキソール塩酸塩錠15ｍｇ「ツルハラ」 アンブロキソール塩酸塩 イタリア
アンブロキソール塩酸塩内用液 0.75%「ツルハラ」 アンブロキソール塩酸塩 イタリア
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「ツルハラ」 イフェンプロジル酒石酸塩 日本
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」 イフェンプロジル酒石酸塩 日本
イブプロフェン顆粒20％「ツルハラ」 イブプロフェン インド
イプリフラボン錠200mg「ツルハラ」 イプリフラボン 日本
イミダフェナシンOD錠0.1mg「ツルハラ」 イミダフェナシン 日本
エチゾラム錠0.25ｍｇ「ツルハラ」 エチゾラム 日本
エチゾラム錠0.5ｍｇ「ツルハラ」 エチゾラム 日本
エチゾラム錠１ｍｇ「ツルハラ」 エチゾラム 日本
エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 エペリゾン塩酸塩 日本
オキサトミドドライシロップ小児用2％「ツルハラ」 オキサトミド 日本
オキサトミド錠30mg「ツルハラ」 オキサトミド 日本
オフロキサシン錠100ｍｇ「ツルハラ」 オフロキサシン 中華人民共和国
オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 オメプラゾール スペイン
オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＴＳＵ」 オメプラゾール スペイン
オルメサルタン錠10mg「ツルハラ」 オルメサルタン　メドキソミル 大韓民国
オルメサルタン錠20mg「ツルハラ」 オルメサルタン　メドキソミル 大韓民国
オルメサルタン錠40mg「ツルハラ」 オルメサルタン　メドキソミル 大韓民国
オルメサルタン錠5mg「ツルハラ」 オルメサルタン　メドキソミル 大韓民国
カモスタットメシル酸塩錠100ｍｇ「ツルハラ」 カモスタットメシル酸塩 イタリア
カルテオロール塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 カルテオロール塩酸塩 日本
カルバゾクロムスルホン酸Na細粒10％「ツルハラ」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 日本
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ツルハラ」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 日本
カルボシステインＤＳ50％「ツルハラ」 Ｌ－カルボシステイン 大韓民国
カルボシステインシロップ5％「ツルハラ」 Ｌ－カルボシステイン スペイン
カルボシステイン細粒50％「ツルハラ」 Ｌ－カルボシステイン スペイン
カルボシステイン錠250㎎「ツルハラ」 Ｌ－カルボシステイン 大韓民国
カルボシステイン錠500㎎「ツルハラ」 Ｌ－カルボシステイン 大韓民国
カンデサルタン錠12ｍｇ「ツルハラ」 カンデサルタン シレキセチル 日本
カンデサルタン錠2ｍｇ「ツルハラ」 カンデサルタン シレキセチル 日本
カンデサルタン錠4ｍｇ「ツルハラ」 カンデサルタン シレキセチル 日本
カンデサルタン錠8ｍｇ「ツルハラ」 カンデサルタン シレキセチル 日本
ガンマオリザノール細粒20％「ツルハラ」 ガンマオリザノール 日本
ガンマオリザノール錠50mg「ツルハラ」 ガンマオリザノール 日本
クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ「ツルハラ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 日本
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 日本
グルタチオン錠100ｍｇ「ツルハラ」 グルタチオン 日本
クロチアゼパム錠10ｍｇ「ツルハラ」 クロチアゼパム 日本
クロチアゼパム錠5ｍｇ「ツルハラ」 クロチアゼパム 日本
クロピドグレル錠25mg「ツルハラ」 クロピドグレル 日本
クロピドグレル錠75mg「ツルハラ」 クロピドグレル 日本
クロフィブラートカプセル 250mg「ツルハラ」 クロフィブラート 台湾
クロルジアゼポキシド散１％「ツルハラ」 クロルジアゼポキシド イタリア
クロルジアゼポキシド錠10mg「ツルハラ」 クロルジアゼポキシド イタリア
クロルジアゼポキシド錠５ｍｇ「ツルハラ」 クロルジアゼポキシド イタリア
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クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「ツルハラ」 クロルフェネシンカルバミン酸エステル 日本
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「ツルハラ」 クロルフェネシンカルバミン酸エステル 日本
クロルプロマジン塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 クロルプロマジン塩酸塩 フランス
ケトチフェンDS小児用0.1％「ツルハラ」 ケトチフェンフマル酸塩 中華人民共和国
ケトチフェンカプセル1ｍｇ「ツルハラ」 ケトチフェンフマル酸塩 中華人民共和国
ケトチフェン点眼液0.05％「ツルハラ」 ケトチフェンフマル酸塩 中華人民共和国
ケトチフェン点鼻液0.05％「ツルハラ」 ケトチフェンフマル酸塩 中華人民共和国
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「TSU」 サルポグレラート塩酸塩 日本
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「TSU」 サルポグレラート塩酸塩 日本
ジアイナ配合カプセル チアミンジスルフィド 日本
ジアイナ配合カプセル ピリドキシン塩酸塩 中華人民共和国
ジアイナ配合カプセル シアノコバラミン フランス
ジアイナ配合静注液 チアミンジスルフィド 日本
ジアイナ配合静注液 ピリドキシン塩酸塩 中華人民共和国
ジアイナ配合静注液 ヒドロキソコバラミン酢酸塩 フランス
ジアゼパム錠10ｍｇ「ツルハラ」 ジアゼパム イタリア
ジアゼパム錠2ｍｇ「ツルハラ」 ジアゼパム イタリア
ジアゼパム錠5ｍｇ「ツルハラ」 ジアゼパム イタリア
シアノコバラミン注射液1mg「ツルハラ」 シアノコバラミン フランス
ジクロフェナクNa坐剤12.5ｍｇ「ツルハラ」 ジクロフェナクナトリウム 中華人民共和国
ジクロフェナクNa坐剤25ｍｇ「ツルハラ」 ジクロフェナクナトリウム 中華人民共和国
ジクロフェナクNa坐剤50ｍｇ「ツルハラ」 ジクロフェナクナトリウム 中華人民共和国
ジクロフェナクNa錠25ｍｇ「ツルハラ」 ジクロフェナクナトリウム インド
ジピリダモール錠100ｍｇ「ツルハラ」 ジピリダモール 中華人民共和国
ジピリダモール錠12.5mg「ツルハラ」 ジピリダモール 中華人民共和国
ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」 ジピリダモール 中華人民共和国
ジフェニドール塩酸塩錠25㎎「ツルハラ」 ジフェニドール塩酸塩 中華人民共和国
シメチジン細粒20％「ツルハラ」 シメチジン 中華人民共和国
シメチジン錠200㎎「ツルハラ」 シメチジン 中華人民共和国
シメチジン錠400㎎「ツルハラ」 シメチジン 中華人民共和国
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ツルハラ」 ジルチアゼム塩酸塩 インド-日本
ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「ツルハラ」 ジルチアゼム塩酸塩 インド-日本
ジルムロ配合錠HD「ツルハラ」 アジルサルタン 日本
ジルムロ配合錠HD「ツルハラ」 アムロジピンベシル酸塩 日本
ジルムロ配合錠LD「ツルハラ」 アジルサルタン 日本
ジルムロ配合錠LD「ツルハラ」 アムロジピンベシル酸塩 日本
シロスタゾールＯＤ錠100ｍｇ「ツルハラ」 シロスタゾール インド
シロスタゾールＯＤ錠50ｍｇ「ツルハラ」 シロスタゾール インド
シロドシンOD錠2mg「ツルハラ」 シロドシン 日本
シロドシンOD錠4mg「ツルハラ」 シロドシン 日本
スクラルファート細粒90%「ツルハラ」 スクラルファート水和物 日本
スピロノラクトン錠25mg「ツルハラ」 スピロノラクトン フランス
セチリジン塩酸塩錠10ｍｇ「ツルハラ」 セチリジン塩酸塩 日本
セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ツルハラ」 セチリジン塩酸塩 日本
セルトラリン錠100mg「ツルハラ」 塩酸セルトラリン 日本
セルトラリン錠25mg「ツルハラ」 塩酸セルトラリン 日本
セルトラリン錠50mg「ツルハラ」 塩酸セルトラリン 日本
センノシド錠12mg「ツルハラ」 センノシドA・Bのカルシウム塩 日本
ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「ツルハラ」 コハク酸ソリフェナシン 日本
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「ツルハラ」 コハク酸ソリフェナシン 日本
ダイフェン配合錠 スルファメトキサゾール 中華人民共和国
ダイフェン配合錠 トリメトプリム 中華人民共和国
ダイフェン配合顆粒 スルファメトキサゾール 中華人民共和国
ダイフェン配合顆粒 トリメトプリム 中華人民共和国
チアミンジスルフィド錠10㎎「ツルハラ」 チアミンジスルフィド 日本
チアミン塩化物塩酸塩注射液10ｍｇ「ツルハラ」 チアミン塩化物塩酸塩 ドイツ
チアミン塩化物塩酸塩注射液50ｍｇ「ツルハラ」 チアミン塩化物塩酸塩 ドイツ
チキジウム臭化物カプセル10mg「ツルハラ」 チキジウム臭化物 日本
チキジウム臭化物カプセル5mg「ツルハラ」 チキジウム臭化物 日本
チキジウム臭化物顆粒2%「ツルハラ」 チキジウム臭化物 日本
チクロピジン塩酸塩錠100ｍｇ「ツルハラ」 チクロピジン塩酸塩 中華人民共和国
チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」 チザニジン塩酸塩 日本
ツルドパミ点滴静注200mg ドパミン塩酸塩 ドイツ
テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 テオフィリン 中華人民共和国
テオフィリン徐放錠200mg「ツルハラ」 テオフィリン 中華人民共和国
テオフィリン徐放錠50mg「ツルハラ」 テオフィリン 中華人民共和国
デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10％「ツルハラ」 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 インド
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 インド
テプレノンカプセル50mg「ツルハラ」 テプレノン 日本
テプレノン細粒10％「ツルハラ」 テプレノン 日本
テルミサルタン錠20mg「ツルハラ」 テルミサルタン 日本
テルミサルタン錠40mg「ツルハラ」 テルミサルタン 日本
テルミサルタン錠80mg「ツルハラ」 テルミサルタン インド
トコフェロール酢酸エステル錠100ｍｇ「ツルハラ」 トコフェロール 酢酸エステル 日本
トコフェロール酢酸エステル顆粒20％「ツルハラ」 トコフェロール 酢酸エステル 日本
ドネペジル塩酸塩錠10mg「TSU」 ドネペジル塩酸塩 中華人民共和国
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ドネペジル塩酸塩錠3ｍｇ「ＴＳＵ」 ドネペジル塩酸塩 中華人民共和国
ドネペジル塩酸塩錠5ｍｇ「ＴＳＵ」 ドネペジル塩酸塩 中華人民共和国
ドパミン塩酸塩点滴静注100ｍｇ「ツルハラ」 ドパミン塩酸塩 ドイツ
トフィソパム細粒10％「ツルハラ」 トフィソパム 日本
トリクロルメチアジド錠2mg「ツルハラ」 トリクロルメチアジド 日本
トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」 トリメブチンマレイン酸塩 中華人民共和国
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ツルハラ」 トリメブチンマレイン酸塩 中華人民共和国
ドンペリドン錠10ｍｇ「ツルハラ」 ドンペリドン インド
ドンペリドン錠５ｍｇ「ツルハラ」 ドンペリドン インド
ニカルジピン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 ニカルジピン塩酸塩 大韓民国
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「ツルハラ」 ニカルジピン塩酸塩 大韓民国
ニトラゼパム錠10ｍｇ「ツルハラ」 ニトラゼパム イタリア
ニトラゼパム錠5ｍｇ「ツルハラ」 ニトラゼパム イタリア
ニフェジピンＬ錠10mg「ツルハラ」 ニフェジピン 日本
ニフェジピンＬ錠20mg「ツルハラ」 ニフェジピン 中華人民共和国
ニフェジピンカプセル5mg「ツルハラ」 ニフェジピン 中華人民共和国
ニフェジピン細粒1%「ツルハラ」 ニフェジピン 中華人民共和国
ニフェジピン錠10mg「ツルハラ」 ニフェジピン 中華人民共和国
ノルフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 ノルフロキサシン インド
ノルフロキサシン錠200mg「ツルハラ」 ノルフロキサシン インド
ノルフロキサシン点眼液0.3％「ツルハラ」 ノルフロキサシン インド
バラシクロビル錠500mg「ツルハラ」 バラシクロビル塩酸塩 日本
バルサルタン錠160mg「ツルハラ」 バルサルタン 日本
バルサルタン錠20mg「ツルハラ」 バルサルタン 日本
バルサルタン錠40mg「ツルハラ」 バルサルタン 日本
バルサルタン錠80mg「ツルハラ」 バルサルタン 日本
バルヒディオ配合錠EX「ツルハラ」 バルサルタン 日本
バルヒディオ配合錠EX「ツルハラ」 ヒドロクロロチアジド イタリア
バルヒディオ配合錠MD「ツルハラ」 バルサルタン 日本
バルヒディオ配合錠MD「ツルハラ」 ヒドロクロロチアジド イタリア
パロキセチン錠10mg「TSU」 パロキセチン塩酸塩水和物 日本
パロキセチン錠20mg「TSU」 パロキセチン塩酸塩水和物 日本
パロキセチン錠5mg「TSU」 パロキセチン塩酸塩水和物 日本
ハロペリドール細粒1%「ツルハラ」 ハロペリドール イタリア
ハロペリドール錠1.5mg「ツルハラ」 ハロペリドール イタリア
パンテチン細粒20％「ツルハラ」 パンテチン 日本
パンテチン錠30㎎「ツルハラ」 パンテチン 日本
パンテチン錠60㎎「ツルハラ」 パンテチン 日本
ヒアルロン酸Nａ関節注25mgシリンジ「ツルハラ」 日局精製ヒアルロン酸ナトリウム 日本
ピオグリタゾン錠15mg「TSU」 ピオグリタゾン 日本
ピオグリタゾン錠30mg「TSU」 ピオグリタゾン 日本
ピコスルファートナトリウム錠2.5ｍｇ「ツルハラ」 ピコスルファートナトリウム水和物 日本
ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「ツルハラ」 ピコスルファートナトリウム水和物 日本
ピタバスタチンCa錠1mg「ツルハラ」 ピタバスタチンカルシウム 日本
ピタバスタチンCa錠2mg「ツルハラ」 ピタバスタチンカルシウム 日本
ピタバスタチンCa錠4mg「ツルハラ」 ピタバスタチンカルシウム 日本
ビタミンＫ1錠5mg「ツルハラ」 フィトナジオン 日本
ピリドキサール錠10㎎「ツルハラ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 日本
ピリドキサール錠20㎎「ツルハラ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 日本
ピリドキサール錠30㎎「ツルハラ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 日本
ピロキシカムカプセル10mg「ツルハラ」 ピロキシカム インド
ピロキシカムカプセル20mg「ツルハラ」 ピロキシカム インド
ピンドロール錠5ｍｇ「ツルハラ」 ピンドロール 日本
ファモター配合錠A81 アスピリン タイ
ファモター配合錠A81 ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート 日本
ファモター配合錠A81 炭酸マグネシウム 日本
ファモチジン錠10ｍｇ「ツルハラ」 ファモチジン スペイン
ファモチジン錠20ｍｇ「ツルハラ」 ファモチジン スペイン
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg｢ツルハラ｣ フェキソフェナジン塩酸塩 大韓民国
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg｢ツルハラ｣ フェキソフェナジン塩酸塩 大韓民国
ブチルスコポラミン臭化物錠10ｍｇ「ツルハラ」 ブチルスコポラミン臭化物 インド
プラバスタチンナトリウム錠10ｍｇ「ツルハラ」 プラバスタチンナトリウム ハンガリー
プラバスタチンナトリウム錠5ｍｇ「ツルハラ」 プラバスタチンナトリウム ハンガリー
プロブコール錠250mg「ツルハラ」 プロブコール 日本
プロプラノロール塩酸塩錠10ｍｇ「ツルハラ」 プロプラノロール塩酸塩 イタリア
ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「TSU」 ベタヒスチンメシル酸塩 日本
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「TSU」 ベタヒスチンメシル酸塩 日本
ベニジピン塩酸塩錠2mg「ツルハラ」 ベニジピン塩酸塩 日本
ベニジピン塩酸塩錠4mg「ツルハラ」 ベニジピン塩酸塩 日本
ベニジピン塩酸塩錠8mg「ツルハラ」 ベニジピン塩酸塩 日本
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハラ」 ベラパミル塩酸塩 イタリア
ペントキシベリンクエン酸塩錠15mg「ツルハラ」 ペントキシベリンクエン酸塩 中華人民共和国
ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 ホモクロルシクリジン塩酸塩 日本
マナミンGA配合顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本
マナミンGA配合顆粒 Ｌ－グルタミン 大韓民国
マリキナ配合顆粒 サリチルアミド 日本
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マリキナ配合顆粒 アセトアミノフェン 中華人民共和国
マリキナ配合顆粒 無水カフェイン 中華人民共和国
マリキナ配合顆粒 メチレンジサリチル酸プロメタジン 日本
メキタジン錠3mg「ツルハラ」 メキタジン 日本
メコバラミン錠５００（ツルハラ） メコバラミン スペイン
メダゼパム錠２（ツルハラ） メダゼパム イタリア
メダゼパム錠５（ツルハラ） メダゼパム イタリア
メチルドパ錠（ツルハラ）125 メチルドパ水和物 中華人民共和国
メチルドパ錠（ツルハラ）250 メチルドパ水和物 中華人民共和国
メトクロプラミド細粒2％「ツルハラ」 メトクロプラミド インド
メトクロプラミド錠5ｍｇ「ツルハラ」 メトクロプラミド インド
メペンゾラート臭化物錠7.5ｍｇ「ツルハラ」 メペンゾラート臭化物 フランス
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「TSU」 モサプリドクエン酸塩水和物 日本
モサプリドクエン酸塩錠5mg「TSU」 モサプリドクエン酸塩水和物 日本
モンテルカスト細粒4mg「ツルハラ」 モンテルカストナトリウム 日本
モンテルカスト錠10mg「ツルハラ」 モンテルカストナトリウム 日本
モンテルカスト錠5mg「ツルハラ」 モンテルカストナトリウム 日本
ユビデカレノンカプセル5ｍｇ 「ツルハラ」 ユビデカレノン 日本
ユビデカレノン錠１０ｍｇ 「ツルハラ」 ユビデカレノン 日本
ユビデカレノン顆粒1％「ツルハラ」 ユビデカレノン 日本
リタロクス懸濁用配合顆粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル 日本
リタロクス懸濁用配合顆粒 水酸化マグネシウム 日本
リボフラビン酪酸エステル細粒１０％「ツルハラ」 リボフラビン酪酸エステル 日本
リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハラ」 リボフラビン酪酸エステル 日本
レスポリックス配合顆粒 ジサイクロミン塩酸塩 インド
レスポリックス配合顆粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル 日本
レスポリックス配合顆粒 酸化マグネシウム 日本
レバミピド錠100mg「TSU」 レバミピド 大韓民国
レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」 レボメプロマジンマレイン酸塩 日本
ロキソプロフェンＮａ錠60ｍｇ「ツルハラ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 大韓民国
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