新薬承認審査報告書集「日本の新薬」 各巻の収録医薬品一覧
（財）日本医薬情報センター
巻
31 巻

一般名
イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子
組換え）・塩化イットリウム（ 90Y)、イブ
リツモマブ チウキセタン(遺伝子組
換え）・塩化インジウム（ 111In）、リツキ
シマブ（遺伝子組換え）
エノキサパリンナトリウム
酢酸亜鉛水和物
シタフロキサシン水和物
シルデナフィルクエン酸塩
ソラフェニブトシル酸塩
タクロリムス水和物
トロンボモデュリン アルファ（遺伝子
組換え）
ナラトリプタン塩酸塩

32 巻

バレニクリン酒石酸塩
ブロナンセリン
モンテルカストナトリウム

ガルスルファーゼ（遺伝子組換え）
アダリムマブ（遺伝子組換え）
イルベサルタン

エストラジオール
エチニルエストラジオール、ノルエチ
ステロン
ジアゾキシド
スニチニブリンゴ酸塩
デフェラシロクス

33 巻

トシリズマブ（遺伝子組換え）

商品名（申請者名）
ゼヴァリン イットリウム（ 90Y)静注用セット、ゼヴァ
リン インジウム（ 111In）静注用セット、リツキサン注
10mg/mL
（バイエル薬品、全薬工業）
クレキサン皮下注キット 2000IU
（サノフィ・アベンティス）
ノベルジンカプセル 25mg、同カプセル 50mg
（ノーベルファーマ）
グレースビット錠 50mg、同細粒 10％
（第一三共）
レバチオ錠 20mg
（ファイザー）
ネクサバール錠 200mg
（バイエル薬品）
タリムス点眼液 0.1％
（千寿製薬）
リコモジュリン点滴静注用 12800
（旭化成ファーマ）
アマージ錠 2.5mg
（グラクソ・スミスクライン）
チャンピックス錠 0.5mg、同錠 1mg
（ファイザー）
ロナセン錠 2mg、同錠 4mg、同散 2％
（大日本住友製薬）
シングレア錠 5mg、同錠 10、キプレス錠 5mg、同
錠 10
（萬有製薬、杏林製薬）
ナグラザイム点滴静注液 5mg
（アンジェス MG）
ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.8mL
（アボットジャパン）
イルベタン錠 50mg、同錠 100mg、アバプロ錠
50mg、同錠 100mg
（塩野義製薬、大日本住友製薬）
ジュリナ錠 0.5mg
（バイエル薬品）
ルナベル配合錠
（ノーベルファーマ）
アログリセムカプセル 25mg
（シェリング・プラウ）
スーテントカプセル 12.5mg
（ファイザー）
エクジェイド懸濁用錠 125mg、同懸濁用錠
500mg
（ノバルティスファーマ）
アクテムラ点滴静注用 80mg、同点滴静注用
200mg、同点滴静注用 400mg
（中外製薬）

承認年月
平成 20 年 1 月

平成 20 年 1 月

平成 20 年 3 月
平成 20 年 4 月

平成 20 年 4 月

新薬承認審査報告書集「日本の新薬」 各巻の収録医薬品一覧
（財）日本医薬情報センター
巻

一般名
ファムシクロビル
塩酸レボブピバカイン

ラルテグラビルカリウム
アダパレン
アトロピン硫酸塩水和物、ネオスチ
グミンメチル硫酸塩
アルガトロバン水和物

一酸化窒素
ガニレリクス酢酸塩
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
塩酸サプロプテリン
セツキシマブ（遺伝子組換え）
34 巻

タクロリムス水和物

タゾバクタムナトリウム、ピペラシリン
ナトリウム
ペガプタニブナトリウム
モメタゾンフランカルボン酸エステル
水和物
ラモセトロン塩酸塩
リセドロン酸ナトリウム水和物
リファブチン
インターフェロン アルファ
（NAMALWA）
エストラジオール、酢酸ノルエチステ
ロン
エストラジオール・レボノルゲ
ストレル、エストラジオール

商品名（申請者名）
ファムシクロビル、ファムビル錠 250mg
（旭化成ファーマ）
ポプスカイン 0.75％注 75mg/10mL、同 0.75％注
150mg/20mL、同 0.25％注 25mg/10mL、同 0.25％注
バック 250mg/100mL、同 0.75％注シリンジ
75mg/10mL、同 0.25％注シリンジ 25mg/10mL
（丸石製薬）
アイセントレス錠 400mg
（萬有製薬）
ディフェリンゲル 0.1％
（ガルデルマ）
アトワゴリバース静注シリンジ 3mL、同静注シリン
ジ 6mL
（テルモ）
ノバスタン HI 注 10mg/2mL、スロンノン HI 注
10mg/2mL
（田辺三菱製薬、第一三共）
アイノフロー吸入用 800ppm
（アイノ セラピューテック エルエルシー）
ガニレスト皮下注 0.25mg シリンジ
（シェリング・プラウ）
サイモグロブリン点滴静注用 25mg
（サノフィ・アベンティス）
ビオプテン顆粒 2.5％
（アスビオファーマ）
アービタックス注射液 100mg
（メルク）
グラセプターカプセル 0.5mg、同カプセル 1mg、
同カプセル 5mg
（アステラス製薬）
ゾシン静注用 2.25、同静注用 4.5
（大鵬薬品）
マクジェン硝子体内注射用キット 0.3mg
（ファイザー）
ナゾネックス点鼻液 50μg56 噴霧用、同点鼻液
50μg112 噴霧用
（シェリング・プラウ）
イリボー錠 2.5μg、同錠 5μg
（アステラス製薬）
アクトネル錠 17.5mg、ベネット錠 17.5mg
（味の素、武田薬品）
ミコブティンカプセル 150mg
（ファイザー）
スミフェロン 300、同 600、同 DS300、同 DS600（大
日本住友製薬）
メノエイドコンビパッチ
（あすか製薬）
ウェールナラ配合錠、ジュリナ錠 0.5mg
（バイエル薬品）

承認年月

平成 20 年 6 月
平成 20 年 7 月

平成 20 年 7 月

平成 20 年 10 月

新薬承認審査報告書集「日本の新薬」 各巻の収録医薬品一覧
（財）日本医薬情報センター
巻

35 巻

一般名
乾燥ポリエチレングリコール処理人
免疫グロブリン
サリドマイド
シクロスポリン

ソマトロピン（遺伝子組換え）

タフルプロスト
炭酸ランタン水和物
ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組
換え）
ピルフェニドン
フェノバルビタールナトリウム
ベプリジル塩酸塩水和物
ラモトリギン

エトラビリン
マラビロク

商品名（申請者名）
献血グロベニン－I－ニチヤク
（日本製薬）
サレドカプセル 100
（藤本製薬）
ネオーラル内用液、同 10mg カプセル、同 25mg
カプセル、同 50mg カプセル
（ノバルティスファーマ）
ジェノトロピン 5.3mg、ジェノトロピンミニクイック皮
下注用 0.4mg、同皮下注用 0.6mg、同皮下注用
0.8mg、同皮下注用 1.0mg、同皮下注用 1.4mg、
ジェノトロピン注射用 12mg
（ファイザー）
タプロス点眼液 0.0015％
（参天製薬）
ホスレノールチュアブル錠 250mg、同錠 500mg
（バイエル薬品）
タイロゲン筋注用 0.9mg
（佐藤製薬）
ピレスパ錠 200mg
（塩野義製薬）
ノーベルバール静注用 250mg
（ノーベルファーマ）
ベプリコール錠 50mg、同錠 100mg
（シェリング・プラウ）
ラミクタール錠小児用 2mg、同錠小児用 5mg、同
錠 25mg、同錠 100mg
（グラクソ・スミスクライン）
インテレンス錠 100mg
（ヤンセンファーマ）
シーエルセントリ錠 150mg
（ファイザー）

承認年月

平成 20 年 10 月

平成 20 年 12 月

