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2019 年 1 ⽉ 

医療関係者各位 
共創未来ファーマ株式会社 

 

テルミサルタン錠 20mg/40mg/80mg「FFP」 
製造販売承認承継のご案内 

 
謹啓 時下ますますご清栄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。 
このたび、共創未来ファーマ株式会社にて従来より販売しておりますテルミサルタン錠 20mg/ 

40mg/80mg「FFP」につきまして、2019 年 2 ⽉ 1 ⽇付で、弊社は富⼠フイルムファーマ株式 
会社より製造販売承認を承継いたします。これに伴い下記のとおりご案内申し上げます。        

   お⼿数をお掛けいたしますが、今後とも変わらぬご⽀援を賜りますようお願い申し上げます。  
謹⽩  

記 
 
1. 変更内容（例︓テルミサルタン錠 20mg「FFP」） 

● 包装表⽰の変更 
個装箱に他の含量規格を表⽰いたします。  
 

 
変更前  

 
変更後 

天
⾯ 

   

 
● PTP シートの変更（シート⾊に変更はありません）  

 
 

変更前  
 

変更後 

シ
ー
ト 

  

＊写真およびイラストの⾊調は実物と若⼲異なる場合がありますので、ご了承ください。  
  錠剤に変更はありません。 
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2. 各種コード  

販売名 テルミサルタン錠 20mg「FFP」 
製造販売元 富⼠フイルムファーマ株式会社 共創未来ファーマ株式会社 

薬価基準収載医薬品コード 2149042F1017 

変更なし 

YJ コード 2149042F1050 
レセプト電算処理システムコード 622571501 

HOT コード 
 

PTP100 錠(10 錠×10) 1257151010101 
PTP140 錠(14 錠×10) 1257151010201 
PTP700 錠(14 錠×50) 1257151010202 

バラ 500 錠 
 1257151010301 

JAN コード 
 

PTP100 錠(10 錠×10) 4987885011450 
PTP140 錠(14 錠×10) 4987885011467 
PTP700 錠(14 錠×50) 4987885011474 

バラ 500 錠 4987885011481 

調剤包装単位
コード(GS1) 

10 錠 シート (01)04987885011450 
14 錠 シート (01)04987885011467 
500 錠 バラ (01)04987885011481 

販売包装単位
コード(GS1) 

PTP100 錠(10 錠×10) (01)14987885011457 
PTP140 錠(14 錠×10) (01)14987885011464 
PTP700 錠(14 錠×50) (01)14987885011471 

バラ 500 錠 (01)14987885011488 
 

販売名 テルミサルタン錠 40mg「FFP」 
製造販売元 富⼠フイルムファーマ株式会社 共創未来ファーマ株式会社 

薬価基準収載医薬品コード 2149042F2013 

変更なし 

YJ コード 2149042F2056 
レセプト電算処理システムコード 622571601 

HOT コード 
PTP100 錠(10 錠×10) 1257168010101 
PTP140 錠(14 錠×10) 1257168010201 
PTP700 錠(14 錠×50) 1257168010202 

バラ 500 錠 1257168010301 

JAN コード 
PTP100 錠(10 錠×10) 4987885011504 
PTP140 錠(14 錠×10) 4987885011511 
PTP700 錠(14 錠×50) 4987885011528 

バラ 500 錠 4987885011535 

調剤包装単位
コード(GS1) 

10 錠 シート (01)04987885011504 
14 錠 シート (01)04987885011511 
500 錠 バラ (01)04987885011535 

販売包装単位
コード(GS1) 

PTP100 錠(10 錠×10) (01)14987885011501 
PTP140 錠(14 錠×10) (01)14987885011518 
PTP700 錠(14 錠×50) (01)14987885011525 

バラ 500 錠 (01)14987885011532 
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販売名 テルミサルタン錠 80mg「FFP」 
製造販売元 富⼠フイルムファーマ株式会社 共創未来ファーマ株式会社 

薬価基準収載医薬品コード 2149042F3010 

変更なし 

YJ コード 2149042F3052 
レセプト電算処理システムコード 622571701 

HOT コード PTP100 錠(10 錠×10) 1257175010101 
PTP140 錠(14 錠×10) 1257175010201 

JAN コード PTP100 錠(10 錠×10) 4987885011559 
PTP140 錠(14 錠×10) 4987885011566 

調剤包装単位
コード(GS1) 

10 錠 シート (01)04987885011559 
14 錠 シート (01)04987885011566 

販売包装単位
コード(GS1) 

PTP100 錠(10 錠×10) (01)14987885011556 
PTP140 錠(14 錠×10) (01)14987885011563 

 
 
3. 変更品出荷予定時期  

販売名 包装 変更品出荷予定時期 

テルミサルタン錠 20mg「FFP」 
PTP100 錠（10 錠×10） 

2019.3 PTP140 錠（14 錠×10） 
PTP700 錠（14 錠×50） 

バラ 500 錠 

テルミサルタン錠 40mg「FFP」 
PTP100 錠（10 錠×10） 

2019.3 PTP140 錠（14 錠×10） 
PTP700 錠（14 錠×50） 

バラ 500 錠 
テルミサルタン錠 80mg「FFP」 PTP100 錠（10 錠×10） 2019.3 PTP140 錠（14 錠×10） 

 
変更品につきましては、従来品の在庫がなくなり次第順次出荷いたします。 

流通在庫の状況により、出荷予定時期が若⼲前後することがございますので、ご了承の程お願い申し上げ
ます。 

PG201901-17 


