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※PTP及び錠剤の一部はイメージ画像です。
実際と異なる場合がございます。
また、大きさは原寸大ではありません。
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製剤画像 成分・分量

色・剤形
貯法
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（企業名）

効能・効果
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872149
持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

カンデサルタン錠2mg「YD」
局  カンデサルタン シレキセチル錠
後
 要処方

１錠中、
カンデサルタン シレキセチル
2mg

白色～帯黄白色・素錠
室温保存、気密容器

PTP：100錠（10錠×10）
 500錠（10錠×50）
バラ：500錠

ブロプレス錠2
（武田）

872149
持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

カンデサルタン錠4mg「YD」
局  カンデサルタン シレキセチル錠
後
 要処方

１錠中、
カンデサルタン シレキセチル
4mg

白色～帯黄白色・素錠
割線あり
室温保存、気密容器

PTP：100錠（10錠×10）
 500錠（10錠×50）
バラ：500錠

ブロプレス錠4
（武田）

872149
持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

カンデサルタン錠8mg「YD」
局  カンデサルタン シレキセチル錠
後
 要処方

１錠中、
カンデサルタン シレキセチル
8mg

ごくうすいだいだい色・素錠
割線あり
室温保存、気密容器

PTP：100錠（10錠×10）
 500錠（10錠×50）
バラ：500錠

ブロプレス錠8
（武田）

872149
持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

カンデサルタン錠12mg「YD」
局  カンデサルタン シレキセチル錠
後
 要処方

１錠中、
カンデサルタン シレキセチル
12mg

うすいだいだい色・素錠
割線あり
室温保存、気密容器

PTP：100錠（10錠×10）
 500錠（10錠×50）
バラ：500錠

ブロプレス錠12
（武田）

高血圧症、腎実質性高血圧症

合
成
抗
菌
剤

876241
広範囲経口抗菌製剤

レボフロキサシン錠250mg「YD」
局  レボフロキサシン錠
後  
 要処方

1錠中、
レボフロキサシン水和物
（レボフロキサシンとして）
256.2mg（250mg）

黄色・フィルム錠
割線あり
室温保存、気密容器

PTP：100錠（10錠×10）
 500錠（10錠×50）

クラビット錠
250mg
（第一三共）

876241
広範囲経口抗菌製剤

レボフロキサシン錠500mg「YD」
局  レボフロキサシン錠
後  
 要処方

1錠中、
レボフロキサシン水和物
（レボフロキサシンとして）
512.5mg（500mg）

うすいだいだい色・フィルム錠
割線あり
室温保存、気密容器

PTP：  50錠（5錠×10）
100錠（5錠×20）

クラビット錠
500mg
（第一三共）

＜適応菌種＞本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、炭疽菌、大腸菌、
赤痢菌、サルモネラ属、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガ
ネラ・モルガニー、プロビデンシア属、ペスト菌、コレラ菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、レジオネラ属、ブルセラ属、野兎
病菌、カンピロバクター属、ペプトストレプトコッカス属、アクネ菌、Q熱リケッチア（コクシエラ・ブルネティ）、トラコーマクラミジア（クラミジ
ア・トラコマティス）、肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ）、肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ）
＜適応症＞表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、外傷・熱傷及び手術創等の
二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、
膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、
コレラ、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯
冠周囲炎、顎炎、炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兎病、Q熱

内 用 薬



製　品　名 包装 販売包装単位コード
（GS1） 類似品（単位薬価：円）

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

カンデサルタン錠2mg「YD」

PTP：100錠 （01）14987476168201

ブロプレス錠2（37.50）PTP：500錠 （01）14987476168218

バ ラ：500錠 （01）14987476168225

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

カンデサルタン錠4mg「YD」

PTP：100錠 （01）14987476168300

ブロプレス錠4（69.80）PTP：500錠 （01）14987476168317

バ ラ：500錠 （01）14987476168324

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

カンデサルタン錠8mg「YD」

PTP：100錠 （01）14987476168409

ブロプレス錠8（135.60）PTP：500錠 （01）14987476168416

バ ラ：500錠 （01）14987476168423

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

カンデサルタン錠12mg「YD」

PTP：100錠 （01）14987476168508

ブロプレス錠12（208.50）PTP：500錠 （01）14987476168515

バ ラ：500錠 （01）14987476168522

広範囲経口抗菌製剤

レボフロキサシン錠250mg「YD」

PTP：100錠 （01）14987476168003

クラビット錠250mg（253.60）

PTP：500錠 （01）14987476168010

広範囲経口抗菌製剤

レボフロキサシン錠500mg「YD」

P T P：5 0錠 （01）14987476168102

クラビット錠500mg（452.70）

PTP：100錠 （01）14987476168119

内 用 薬

2014年12月追補収載品
包装、販売包装単位コード（GS1）、類似品（単位薬価）一覧表
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