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製品名 有効成分・含量 剤形 

イフェクサーSR カプセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 42.43 mg（ベンラファキシンとして 37.5 mg） カプセル 

イフェクサーSR カプセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 84.85 mg（ベンラファキシンとして 75 mg） カプセル 

カデュエット配合錠 1 番 アムロジピンベシル酸塩 3.47 mg（アムロジピンとして 2.5 mg）及び 

アトルバスタチンカルシウム水和物 5.425 mg（アトルバスタチンとして 5 mg） 

錠剤 

カデュエット配合錠 2 番 アムロジピンベシル酸塩 3.47 mg（アムロジピンとして 2.5 mg）及び 

アトルバスタチンカルシウム水和物 10.85 mg（アトルバスタチンとして 10 mg） 

錠剤 

カデュエット配合錠 3 番 アムロジピンベシル酸塩 6.94 mg（アムロジピンとして 5 mg）及び 

アトルバスタチンカルシウム水和物 5.425 mg（アトルバスタチンとして 5 mg） 

錠剤 

カデュエット配合錠 4 番 アムロジピンベシル酸塩 6.94 mg（アムロジピンとして 5 mg）及び 

アトルバスタチンカルシウム水和物 10.85 mg（アトルバスタチンとして 10 mg） 

錠剤 

カルデナリン錠 0.5mg ドキサゾシンメシル酸塩 0.61 mg（ドキサゾシンとして 0.5 mg） 錠剤 

カルデナリン錠 1mg ドキサゾシンメシル酸塩 1.21 mg（ドキサゾシンとして 1 mg） 錠剤 

カルデナリン錠 2mg ドキサゾシンメシル酸塩 2.43 mg（ドキサゾシンとして 2 mg） 錠剤 

カルデナリン錠 4mg ドキサゾシンメシル酸塩 4.85 mg（ドキサゾシンとして 4 mg） 錠剤 

カルデナリン OD 錠 0.5mg ドキサゾシンメシル酸塩 0.61 mg（ドキサゾシンとして 0.5 mg） 錠剤 
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カルデナリン OD 錠 1mg ドキサゾシンメシル酸塩 1.21 mg（ドキサゾシンとして 1 mg） 錠剤 

カルデナリン OD 錠 2mg ドキサゾシンメシル酸塩 2.43 mg（ドキサゾシンとして 2 mg） 錠剤 

カルデナリン OD 錠 4mg ドキサゾシンメシル酸塩 4.85 mg（ドキサゾシンとして 4 mg） 錠剤 

キサラタン点眼液 0.005％ ラタノプロスト 50 μg/mL 点眼液 

ザラカム配合点眼液 ラタノプロスト 50 μg 及び 

チモロールマレイン酸塩 6.83 mg（チモロールとして 5 mg） 

点眼液 

ジェイゾロフト錠 25mg セルトラリン塩酸塩 28 mg（セルトラリンとして 25 mg） 錠剤 

ジェイゾロフト錠 50mg セルトラリン塩酸塩 56 mg（セルトラリンとして 50 mg） 錠剤 

ジェイゾロフト錠 100mg セルトラリン塩酸塩 112 mg（セルトラリンとして 100 mg） 錠剤 

ジェイゾロフト OD 錠 25mg セルトラリン塩酸塩 28 mg（セルトラリンとして 25 mg） 錠剤 

ジェイゾロフト OD 錠 50mg セルトラリン塩酸塩 56 mg（セルトラリンとして 50 mg） 錠剤 

ジェイゾロフト OD 錠 100mg セルトラリン塩酸塩 112 mg（セルトラリンとして 100 mg） 錠剤 



Products – JAPAN 

3
MED48K001B（2020 年 9 月作成）

©2020 Viatris Inc. 
VIATRIS and the Viatris Logo are trademarks of Mylan Inc., a Viatris company 

製品名 有効成分・含量 剤形 

セララ錠 25mg エプレレノン 25.00 mg 錠剤 

セララ錠 50mg エプレレノン 50.00  mg 錠剤 

セララ錠 100mg エプレレノン 100.00mg 錠剤 

セレコックス錠 100mg セレコキシブ 100 mg 錠剤 

セレコックス錠 200mg セレコキシブ 200 mg 錠剤 

セレコキシブ錠 100mg「ファイザー」 セレコキシブ 100 mg 錠剤 

セレコキシブ錠 200mg「ファイザー」 セレコキシブ 200 mg 錠剤 

ソラナックス 0.4mg 錠 アルプラゾラム 0.4 mg 錠剤 

ソラナックス 0.8mg 錠 アルプラゾラム 0.8 mg 錠剤 

デトルシトールカプセル 2mg 酒石酸トルテロジン 2.00 mg カプセル 

デトルシトールカプセル 4mg 酒石酸トルテロジン 4.00 mg カプセル 
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ノルバスク錠 2.5mg アムロジピンベシル酸塩 3.47 mg（アムロジピンとして 2.5 mg） 錠剤 

ノルバスク錠 5mg アムロジピンベシル酸塩 6.93 mg（アムロジピンとして 5 mg） 錠剤 

ノルバスク錠 10mg アムロジピンベシル酸塩 13.87 mg（アムロジピンとして 10 mg） 錠剤 

ノルバスク OD 錠 2.5mg アムロジピンベシル酸塩 3.47 mg（アムロジピンとして 2.5 mg） 錠剤 

ノルバスク OD 錠 5mg アムロジピンベシル酸塩 6.93 mg（アムロジピンとして 5 mg） 錠剤 

ノルバスク OD 錠 10mg アムロジピンベシル酸塩 13.87 mg（アムロジピンとして 10 mg） 錠剤 

バイアグラ OD フィルム 25mg シルデナフィルクエン酸塩 35.12 mg（シルデナフィルとして 25 mg フィルム 

バイアグラ OD フィルム 50mg シルデナフィルクエン酸塩 70.23 mg（シルデナフィルとして 50 mg フィルム 

バイアグラ錠 25mg シルデナフィルクエン酸塩 35.12 mg（シルデナフィルとして 25 mg） 錠剤 

バイアグラ錠 50mg シルデナフィルクエン酸塩 70.23 mg（シルデナフィルとして 50 mg） 錠剤 

リピトール錠 5mg アトルバスタチンカルシウム水和物 5.42 mg（アトルバスタチンとして 5 mg） 錠剤 
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リピトール錠 10mg アトルバスタチンカルシウム水和物 10.84 mg（アトルバスタチンとして 10 mg） 錠剤 

リリカ OD 錠 25mg プレガバリン 25.00 mg 錠剤 

リリカ OD 錠 75mg プレガバリン 75.00 mg 錠剤 

リリカ OD 錠 150mg プレガバリン 150.00 mg 錠剤 

リリカカプセル 25mg プレガバリン 25.00 mg カプセル 

リリカカプセル 75mg プレガバリン 75.00 mg カプセル 

リリカカプセル 150mg プレガバリン 150.00 mg カプセル 

レバチオ OD フィルム 20mg シルデナフィルクエン酸塩 28.09 mg（シルデナフィルとして 20 mg） フィルム 

レバチオ懸濁用ドライシロップ 900mg シルデナフィルクエン酸塩 1264 mg（シルデナフィルとして 900 mg） ドライシロップ 

レバチオ錠 20mg シルデナフィルクエン酸塩 28.09 mg（シルデナフィルとして 20 mg） 錠剤 

レルパックス錠 20mg エレトリプタン臭化水素酸塩 24.242 mg（エレトリプタンとして 20 mg） 錠剤 




