包装変更のご案内
エルメッド エーザイ株式会社

謹啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、上記製品の PTP シート、個装箱およびバラ包装ラベルのデザインを変更いたします。
今後もより一層のご愛顧を頂きますようお願い申し上げます。
謹白

■変更開始ロット等一覧[メーカーコード：623]
包種、統一商品コード等に変更はございません。
製品名

クエチアピン錠 25mg「EE」

変更開始

変更開始品

代理店様への

個装箱への

ロット

の使用期限

出荷時期

お知らせ表示

100 錠(PTP)

S014

2019 年 3 月

2016 年 8 月

500 錠(PTP)

S015

2019 年 3 月

2016 年 10 月

500 錠(バラ)

S008

2019 年 3 月

2016 年 8 月

100 錠(PTP)

未定

―

2016 年 11 月

500 錠(バラ)

未定

―

2017 年 3 月

100 錠(PTP)

S011

2018 年 12 月

2016 年 8 月

500 錠(PTP)

未定

―

未定

500 錠(バラ)

未定

―

2016 年 11 月

包装

クエチアピン錠 50mg「EE」

クエチアピン錠 200mg「EE」

・出荷時期は在庫状況により若干前後することがあります。
・変更開始ロットにつきましては、確定次第、弊社ホームページにてご案内いたします。

■変更内容①：PTP シート
PTP シートデザインを変更し、1 錠単位に製品名を表示しました。また、PTP シートの耳部に製造番号を
刻印しました。なお、200mg 錠の PTP シートは PTP シートの大きさも変わります。

変更前

変更後

25mg 錠シート:30×84 mm

25mg 錠シート:変更なし

50mg 錠シート:30×84 mm

50mg 錠シート:変更なし

200mg 錠シート:51×113 mm

200mg 錠シート:51×114 mm

＊イメージ図

25mg 錠
PTP シート
デザイン

50mg 錠
PTP シート
デザイン

200mg 錠
PTP シート
デザイン

大きさ

写真またはイラストの色調は実物と若干異なる場合があります。

■変更内容②：透明ピロー
PTP シートを包む透明ピローに使用期限、製造番号を印刷しました。

（例：25mg 錠ピロー）

■変更内容③：個装箱
個装箱における下記の内容を変更いたしました。
〈変更内容〉
・100 錠 PTP 包装の個装箱の開封口の位置を箱正面中央から右端へ変更し、それに伴い捺印部を含む切り離
しタグのデザインを変更いたしました。なお、500 錠 PTP 包装の個装箱の開封口の位置は変更ありません。
・100 錠 PTP 包装と 500 錠 PTP 包装の個装箱の大きさを変更いたしました。
・500 錠 PTP 包装の個装箱についても、「含量の取り違いを防ぐ記号」を 100 錠 PTP 包装に準じた位置へ変
更いたしました。
・50mg 錠および 200mg 錠の個装箱も 25mg 錠に準じたデザインへ変更になります。

変更前（例：25mg 錠個装箱） ＊イメージ図

変更後（例：25mg 錠個装箱） ＊イメージ図

個装箱
デザイン
<切り離しタグ>

<切り離しタグ>

25mg 錠 個装箱

大きさ

25mg 錠 個装箱

100 錠 PTP：

45×105×34 mm

100 錠 PTP：

47×110×36

500 錠 PTP：

45×125×106 mm

500 錠 PTP：

43×118×110 mm

50mg 錠 個装箱
100 錠 PTP：

mm

50mg 錠 個装箱
45×105×34

mm

200mg 錠 個装箱

100 錠 PTP：

47×116×39

mm

mm

200mg 錠 個装箱

100 錠 PTP：

65×129×43 mm

100 錠 PTP：

65×146×47

500 錠 PTP：

65×175×136 mm

500 錠 PTP：

71×173×146 mm

イラストの色調は実物と若干異なる場合があります。

■変更内容④：バラ包装ラベル
切り離して蓋に貼ることができる副片ラベル(赤枠部分)付きのラベルへ変更しました。それに伴い、ラベル
の大きさも変わりました。
50mg 錠と 200mg 錠のバラ包装ラベルについても 25mg 錠と同様に変更になります。

変更前（例：25mg 錠ラベル）＊イメージ図

ラベル

変更後（例：25mg 錠ラベル） ＊イメージ図

縦

縦

デザイン
横

大きさ

横

25mg 錠ラベル：縦 36×横 120 mm

25mg 錠ラベル：縦 43×横 120 mm

50mg 錠ラベル：縦 36×横 120 mm

50mg 錠ラベル：縦 53×横 120 mm

200mg 錠ラベル：縦 45×横 100 mm

200mg 錠ラベル：縦 53×横 120 mm
イラストの色調は実物と若干異なる場合があります。

患者様向けお知らせカード
PTP 包装の包装変更品については、個装箱へお知らせカードを同梱しておりますのでご使用下さい。
なお、追加でお知らせカードをご要望の際は、お手数ですが、弊社 MR またはエーザイ hhc ホットライン
までお問い合わせください。
《お知らせカード同梱枚数》
100 錠 PTP 包装：10 枚
500 錠 PTP 包装：30 枚
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