
 
 

 
 
 

平成 30 年 7 月 27 日 
 

各   位 
会 社 名 東邦ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役会長 CEO 濱田 矩男 
 （コード番号 8129 東証第一部） 
問合せ先 取締役 広報･IR 室長  河村 真 
 （ 電 話  03－ 6838－ 2803） 

 
 

富士フイルムファーマから共創未来ファーマへの 
医薬品製造販売承認の承継および販売移管に関するお知らせ 

 
東邦ホールディングス株式会社（本社：東京都、代表取締役会長 CEO：濱田 矩男、以下「東邦ホ

ールディングス」）は、このたび、医薬品製造販売事業完全子会社である共創未来ファーマ株式会社（本

社：東京都、代表取締役社長：有働 敦、以下「共創未来ファーマ」）が富士フイルムファーマ株式会

社（本社：東京都、代表取締役社長：棚橋 進、以下「富士フイルムファーマ」）が製造販売元である

医療用医薬品26成分、および販売元である医療用医薬品30成分（以下、「本対象品」）について共創未来

ファーマに医薬品製造販売承認の承継および販売権を移管することで富士フイルムファーマと合意い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記  
 

共創未来ファーマは、「全ては健康を願う人々のために」のコーポレート・スローガンの下、医薬品

卸売、調剤薬局、顧客支援システムの開発・提供等を行う東邦ホールディングスの完全子会社として、

ジェネリック医薬品を中心とした医療用医薬品の開発・製造・販売事業、および医療用医薬品の受託製

造事業に取り組んでおります。顧客需要に的確に対応する製造販売一体型のビジネススキームを確立し、

高品質・高付加価値なジェネリック医薬品を安定的かつ合理的に提供するために、ラインナップの拡充

を図っております。 
本対象品は、2018 年 10 月 1 日より順次、富士フイルムファーマから共創未来ファーマへ医薬品製造

販売承認の承継、および販売権の移管を行い、2019 年 4 月 1 日をもって承継および販売移管を完了す

る予定です。 
両社は、医薬品製造販売承認の承継および販売移管の手続きが円滑に完了するまでの間、連携して製

品情報の提供ならびに適正使用の推進に向けた活動を行ってまいります。 
 
【会社の概要】 

会社名 共創未来ファーマ株式会社 富士フイルムファーマ株式会社 
所在地 東京都品川区広町一丁目 4 番 4 号 東京都港区西麻布二丁目 26 番 30 号 
代表者名 有働 敦 棚橋 進 
資本金 1 億 9,923 万円 0.5 億円 
株主構成 東邦ホールディングス株式会社（100％） 富士フイルム株式会社（85％）他 
主な事業内容 医療用医薬品の製造・販売、注射用医薬

品の受託製造 
ジェネリック医薬品および長期収載品

の販売など 
 
※ 本対象品については別紙に記載しております。 
 
 

以 上 

 



 
 

【別紙】 
本対象品リスト 
 
１. 製販品 

 
製品 薬効分類 

1 アゼルニジピン錠 血圧降下剤 
2 アムバロ配合錠 血圧降下剤 
3 カンデサルタン錠 血圧降下剤 
4 クエチアピン錠 精神神経用剤 
5 グリメピリド錠 糖尿病用剤 
6 クロピドグレル錠 その他の血液・体液用薬 
7 スマトリプタン錠 血管収縮剤 
8 テルミサルタン錠 血圧降下剤 
9 ドネペジル塩酸塩錠/OD 錠 その他の中枢神経系用薬 
10 トラニラスト点眼液 眼科用剤 
11 ナフトピジル OD 錠 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 
12 バラシクロビル錠 抗ウイルス剤 

13 バルサルタン錠 血圧降下剤 
14 パロキセチン錠 精神神経用剤 
15 ピオグリタゾン錠/OD 錠 糖尿病用剤 
16 ピタバスタチン Ca 錠 高脂血症用剤 
17 フェキソフェナジン錠／OD 錠 その他のアレルギー用薬 
18 プラミペキソール塩酸塩錠 抗パーキンソン剤 
19 リセドロン酸 Na 錠 他に分類されない代謝性医薬品 
20 レトロゾール錠 その他の腫瘍用薬 
21 レボカバスチン点眼液 眼科用剤 
22 レボフロキサシン点眼液 眼科用剤 
23 ロキソプロフェン Na テープ 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 
24 ロサルタンカリウム錠 血圧降下剤 
25 ロサルヒド配合錠 血圧降下剤 
26 ロラタジン錠/OD 錠 その他のアレルギー用薬 

 
  



 
 

 
2. 取扱品 

 
製品 薬効分類 

27 アムロジピン錠／OD 錠 血管拡張剤 
28 アロプリノール錠 痛風治療剤 
29 エバスチン錠／OD 錠 その他のアレルギー用薬 
30 エパルレスタット錠 他に分類されない代謝性医薬品 
31 エピナスチン塩酸塩錠 その他のアレルギー用薬 
32 オフロキサシン点眼液 眼科用剤 
33 カルシトリオールカプセル ビタミン A 及び D 剤 
34 クロルマジノン酢酸エステル錠 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 
35 ケトチフェン点眼液 眼科用剤 
36 ザルトプロフェン錠 解熱鎮痛消炎剤 
37 スピロノラクトン錠 利尿剤 
38 セチリジン塩酸塩錠 その他のアレルギー用薬 

39 センノシド錠 下剤、浣腸剤 
40 チクロピジン塩酸塩錠 その他の血液・体液用薬 
41 テイコプラニン点滴静注用 主としてグラム陽性菌に作用するもの 
42 テプレノンカプセル／細粒 消化性潰瘍用剤 
43 テルビナフィン塩酸塩外用液／クリーム その他の化学療法剤 
44 ビカルタミド錠 その他の腫瘍用薬 
45 ファルプリル錠 血圧降下剤 
46 フルチカゾン点鼻液 耳鼻科用剤 
47 ベニジピン塩酸塩錠 血管拡張剤 
48 ベラプロスト Na 錠 その他の血液・体液用薬 
49 ベンズブロマロン錠 痛風治療剤 
50 ボグリボース錠 糖尿病用剤 
51 マニジピン塩酸塩錠 血圧降下剤 
52 ミタヤク点眼液 眼科用剤 
53 ミニトロテープ 血管拡張剤 
54 メサラジン錠 その他の消化器官用薬 
55 メロキシカム錠 解熱鎮痛消炎剤 
56 ロキソプロフェン Na 錠 解熱鎮痛消炎剤 

 
 


