
欠品品目（2021年12月22日現在） 23成分31品目

No 商品名 次回⼊庫⾒込 特記事項
1 アムバロ配合錠「オーハラ」 2022年1⽉中旬 12/17　追加
2 アムロジピン錠10mg「オーハラ」 12⽉下旬 12/9　更新
3 アリピプラゾールOD錠12mg「ｵｰﾊﾗ｣ 未定 12/17　追加
4 アリピプラゾール錠24㎎「ｵｰﾊﾗ」 未定
5 イルベサルタン錠200mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 2022年1⽉下旬
6 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠2.5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定
7 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定 12/22  追加
8 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定 12/13　追加
9 オランザピン細粒1%「オーハラ」 未定 12/13　追加
10 オルメサルタン錠40mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定 12/22  追加
11 サルポグレラート塩酸塩錠50mg「オーハラ」 2022年1⽉中旬 12/13　追加
12 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定
13 シロドシンOD錠２mg「オーハラ」 未定
14 シロドシン錠4mg「オーハラ」 2022年1⽉下旬
15 セチリジン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 未定 12/13　追加
16 ゾルピデム酒⽯酸塩錠5mg「オーハラ」 未定 12/22  追加
17 ツロブテロール塩酸塩DS0.1%｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定
18 フェルビナクパップ70mg 2022年1⽉下旬 12/13　追加
19 パロキセチン錠10mg「オーハラ」 未定 12/22  追加
20 プレガバリンOD錠150mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 2022年1⽉下旬 12/9　更新
21 ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」 2022年1⽉中旬 12/17　追加
22 メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 12⽉下旬 12/13　追加
23 メマンチン塩酸塩OD錠20mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 2022年1⽉下旬
24 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5㎎「ｵｰﾊﾗ」 2022年1⽉初旬
25 モンテルカスト錠5㎎「ｵｰﾊﾗ」 2022年1⽉中旬
26 リシノプリル錠２０㎎「オーハラ」 未定 12/17　追加
27 ロキソプロフェンNa錠60mg｢OHA｣ 2022年1⽉初旬
28 ロサルタンK錠50mg「オーハラ」 2022年1⽉下旬 12/13　追加
29 ロサルタンK錠100mg「オーハラ」 未定 12/17　追加
30 ロスバスタチン錠2.5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定 12/20　追加
31 ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」 2022年1⽉中旬 12/13　追加

*⽋品品⽬とは、すべての包装規格が消尽した品⽬です。



更新情報
12⽉9⽇ グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」                       　　 製品⼊庫により⽋品解除

ドネペジル塩酸塩OD錠5㎎「オーハラ」　　　　　　　　 　 製品⼊庫により⽋品解除
ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ塩酸塩錠150㎎｢ｵｰﾊﾗ｣ 製品⼊庫により⽋品解除
アムロジピン錠10mg「オーハラ」　　　　　　　　　　　 次回⼊庫⾒込︓2022年1⽉中旬　➡   12⽉下旬
プレガバリンOD錠150mg｢オーハラ｣　　　　　　　　 次回⼊庫⾒込︓未定　➡　2022年1⽉下旬

12⽉10⽇ カンデサルタン錠４mg「ｵｰﾊﾗ」 製品⼊庫により⽋品解除
カンデサルタン錠８mg「ｵｰﾊﾗ」 製品⼊庫により⽋品解除
カンデサルタン錠12mg「ｵｰﾊﾗ」 製品⼊庫により⽋品解除
ドネペジル塩酸塩錠3㎎「オーハラ」 製品⼊庫により⽋品解除

12⽉13⽇ エチゾラム錠0.25mg｢オーハラ｣ 製品⼊庫により⽋品解除
シロドシンOD錠４mg「オーハラ」 製品⼊庫により⽋品解除
ドネペジル塩酸塩OD錠3㎎「オーハラ」 製品⼊庫により⽋品解除
ドネペジル塩酸塩OD錠10㎎「オーハラ」 製品⼊庫により⽋品解除
パロキセチン錠5mg「オーハラ」 製品⼊庫により⽋品解除
モンテルカスト錠10㎎「ｵｰﾊﾗ」 製品⼊庫により⽋品解除
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ⽋品予想　➡　⽋品
オランザピン細粒1%「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品
セチリジン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品
フェルビナクパップ70mg ⽋品予想　➡　⽋品
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 品⽬追加
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 品⽬追加
ロサルタンK錠50mg「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品
ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」 品⽬追加

12⽉15⽇ ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 製品⼊庫により⽋品解除
12⽉17⽇ ベニジピン塩酸塩錠８㎎｢OME」 製品⼊庫により⽋品解除

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 製品⼊庫により⽋品解除
アムバロ配合錠「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品
アリピプラゾールOD錠12mg「ｵｰﾊﾗ｣ ⽋品予想　➡　⽋品
シンバスタチン錠5㎎「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品
ツロブテロール塩酸塩DS0.1%｢ｵｰﾊﾗ｣ ⽋品予想　➡　⽋品
ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品
リシノプリル錠２０㎎「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品
ロサルタンK錠100mg「オーハラ」 品⽬追加

12⽉20⽇ イルアミクス配合錠HD｢ｵｰﾊﾗ｣ 製品⼊庫により⽋品解除
サルポグレラート塩酸塩錠100mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 製品⼊庫により⽋品解除
ロスバスタチン錠2.5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 品⽬追加

12⽉22⽇ シンバスタチン錠5㎎「オーハラ」 製品⼊庫により⽋品解除
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 品⽬追加
オルメサルタン錠40mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ⽋品予想　➡　⽋品
ゾルピデム酒⽯酸塩錠5mg「オーハラ」 品⽬追加
パロキセチン錠10mg「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品



近々に欠品が予想される品目（2021年12月22日現在）19成分28品目

No 商品名 次回⼊庫⾒込 特記事項
1 アリピプラゾール錠3㎎「ｵｰﾊﾗ」 未定
2 アリピプラゾール錠6㎎「ｵｰﾊﾗ」 未定
3 アリピプラゾール錠12㎎「ｵｰﾊﾗ」 未定
4 アリピプラゾールOD錠12mg「ｵｰﾊﾗ｣ 未定
5 アリピプラゾールOD錠24mg「ｵｰﾊﾗ｣ 未定
6 オルメサルタン錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定
7 オルメサルタンOD錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定
8 カンデサルタン錠2mg「ｵｰﾊﾗ」 未定
9 シンバスタチン錠5㎎「オーハラ」 12⽉下旬
10 スパカール細粒10% 2022年1⽉中旬 12/17　追加
11 スパカール錠40mg 2022年1⽉中旬 12/17　追加
12 セチリジン塩酸塩錠１０「ｵｰﾊﾗ」 未定
13 ゾルピデム酒⽯酸塩錠10mg「オーハラ」 未定
14 ドパストン散９８．５％ 2022年1⽉下旬 12/17　追加
15 ツロブテロール塩酸塩DS0.1%｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定
16 ドネペジル塩酸塩錠10㎎「オーハラ」 2022年1⽉下旬 12/9 更新
17 ニザチジンカプセル75㎎「オーハラ」 未定
18 パロキセチン錠20mg「オーハラ」 未定
19 ピスルシン静注⽤1.5ｇ 未定
20 ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」 2022年1⽉中旬
21 ボグリボース錠０．３「OME」 未定
22 リシノプリル錠１０㎎「オーハラ」 未定
23 リシノプリル錠２０㎎「オーハラ」 未定
24 リスペリドン錠３「オーハラ」 未定
25 レボホリナート点滴静注⽤25｢ｵｰﾊﾗ｣ 未定 12/17　追加
26 リスペリドン細粒1%「オーハラ」 未定
27 ロイコン錠10mg 2022年1⽉下旬 12/14　更新
28 ロイコン注射液20mg 2022年1⽉初旬 12/15　更新



更新情報
12⽉8⽇ ロイコン錠10mg   　    追加

ロイコン注射液20mg   追加

12⽉9⽇ ドネペジル塩酸塩錠10㎎「オーハラ」 次回⼊庫⾒込︓未定　➡　2022年1⽉下旬

バルサルタン錠160mg「ｵｰﾊﾗ」　　　 次回⼊庫⾒込︓未定　➡　12⽉中旬

12⽉10⽇ ロイコン注射液20mg 次回⼊庫⾒込︓2022年2⽉初旬　➡　2022年1⽉中旬

12⽉13⽇ ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ⽋品予想　➡　⽋品

オランザピン細粒1%「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品

ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100㎎ ｢ｵｰﾊﾗ」 ⽋品予想　➡　⽋品

サルポグレラート塩酸塩錠50mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ⽋品予想　➡　⽋品

セチリジン塩酸塩錠５「ｵｰﾊﾗ」 ⽋品予想　➡　⽋品

フェルビナクパップ70mg ⽋品予想　➡　⽋品

ロサルタンＫ錠50mg「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品

ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100㎎ ｢ｵｰﾊﾗ」 販売中⽌品⽬

クラリスロマイシン錠２００㎎「ﾀｶﾀ」 取り扱い中⽌品⽬

クラリスロマイシンＤＳ⼩児⽤１０%｢ﾀｶﾀ｣ 取り扱い中⽌品⽬

12⽉14⽇ バルサルタン錠160mg「ｵｰﾊﾗ」 製品⼊庫により予想解除

ロイコン錠10mg  次回⼊庫⾒込︓2022年1⽉中旬　➡　2022年1⽉下旬

12⽉15⽇ ロイコン注射液20mg 次回⼊庫⾒込︓2022年1⽉中旬　➡　2022年1⽉初旬

12⽉17⽇ ベニジピン塩酸塩錠２㎎｢OME」 製品⼊庫により予想解除

アムバロ配合錠「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品

アリピプラゾールOD錠12mg「ｵｰﾊﾗ｣ ⽋品予想　➡　⽋品

シンバスタチン錠5㎎「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品

ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品

リシノプリル錠２０㎎「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品

ニザチジンカプセル75㎎「オーハラ」 販売中⽌品⽬

スパカール錠40mg 品⽬追加

スパカール細粒10% 品⽬追加

ドパストン散９８．５％ 品⽬追加

レボホリナート点滴静注⽤25｢ｵｰﾊﾗ｣ 品⽬追加

12⽉20⽇ イルベサルタン錠50mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 製品⼊庫により予想解除

メマンチン塩酸塩錠5mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 製品⼊庫により予想解除

12⽉22⽇ オルメサルタン錠40mg｢ｵｰﾊﾗ｣ ⽋品予想　➡　⽋品

パロキセチン錠10mg「オーハラ」 ⽋品予想　➡　⽋品



販売中止品目及び取り扱い中止品目（2021年12月22日現在）4成分5品目

No 商品名 特記事項
1 ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100㎎ ｢ｵｰﾊﾗ」 販売中⽌品⽬ 在庫消尽のため販売終了
2 クラリスロマイシン錠２００㎎「ﾀｶﾀ」 取り扱い中⽌品⽬ 在庫消尽次第、販売終了
3 クラリスロマイシンＤＳ⼩児⽤１０%｢ﾀｶﾀ｣ 取り扱い中⽌品⽬ 在庫消尽次第、販売終了
4 ニザチジンカプセル75㎎「オーハラ」 販売中⽌品⽬ 在庫消尽次第、販売終了
5 ニフプラス配合内⽤剤 販売中⽌品⽬ 在庫消尽のため販売終了


