添文 x-Magic
株式会社 陽進堂

専用システムの導入 と UDフォン
トの採用 で
先進の添付文書の作成環境を実現！
昭和4年に富山県で創業し、数々の医薬品を世に送りだしてきた株式会社
陽進堂。現在はジェネリック医薬品を中心に200品目以上の医薬品の製造・
販売をおこなっています。同社では、平成23年10月より医薬品添付文書の
PDF、SGMLの制作システムとして《添文x-Magic》を導入しています。
今回、同社の購買部 資材課 吉田 洋二課長、田中 寛子氏、信頼性保障部門
薬事部 内山 智浩課長に《添文x-Magic》の導入の経緯や使ってみての効
果についてお伺いしました。
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［組成・性状］
1 ．組成
アカルボース錠50mg｢ＹＤ｣
１錠中、
アカルボース50mgを含有する。
添加物として、トウモロコシデンプン、セルロー
ス、
無水ケイ酸、ステアリン酸Ｍｇを含有する。
アカルボース錠100mg｢ＹＤ｣
１錠中、
アカルボース100mgを含有する。
添加物として、トウモロコシデンプン、セルロー
ス、
無水ケイ酸、ステアリン酸Ｍｇを含有する。
2 ．性状
アカルボース錠50mg｢ＹＤ｣
白色〜淡黄色の円形の錠剤である。
アカルボース錠100mg｢ＹＤ｣
割線を有する白色〜淡黄色の円形の錠剤である。
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「現在、200 品目の添付文書の内、約半

形
裏

側面

直径 厚さ 重量 識別コード
(mm) (mm) (mg)
(PTP)

アカルボース錠
50mg｢ＹＤ｣

約６ 約2.7 100

ＹＤ
556

アカルボース錠
100mg｢ＹＤ｣

約８ 約3.1 200

ＹＤ
557

内山課長は言います。
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多くの人にとって 読 みやすい UD フォントを採 用した

実際に UD フォントを使った添 付文 書

をしております（平成 24 年 6 月 現在）
。

陽進堂の添付文書（組成・性状箇所）
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●内製品のフロー比較
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■ 添文 x-Magic 制作フロー
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