
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 

〔薬効別〕 平成 10 年 1 月～平成 18 年 1 月承認 

(財) 日本医薬情報センター 

巻 薬効 一般名 販売名(申請者名) 承認年月 

1 巻  中枢神経系用薬 〔薬効 112,113,114,116,117,119〕 

1 巻 112 

 

クアゼパム クアゼパム、ドラール錠 15、ドラール錠 20 

(エスエス製薬株式会社) 

平成 11年 6 月 

酒石酸ゾルピデム 酒石酸ゾルピデム、マイスリー、マイスリー錠 5 

mg、マイスリー錠 10 mg 

(藤沢薬品工業株式会社、藤沢サノフィ・サンテラ

ボ株式会社、サノフィ・サンテラボ株式会社) 

平成 12年 9 月 

塩酸デクスメデトミジン プレセデックス静注液 200μg「アボット」、プレ

セデックス静注液 200μg「マルイシ」 

(アボットジャパン株式会社、丸石製薬株式会社) 

平成 16年 1 月 

113 クロバザム マイスタン、マイスタン錠 5 mg、マイスタン錠 10 

mg、マイスタン細粒 

(大日本製薬株式会社) 

平成 12年 3 月 

114 

 

ジクロフェナクナトリウム ナボール LA カプセル 25、ボルタレン LA カプセ

ル 25 mg 

(エスエス製薬株式会社、同仁医薬化工株式会社) 

平成 14年 1 月 

メロキシカム メロキシカム、モービックカプセル 5 mg、モービ

ックカプセル 10 mg 

(日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社) 

平成 12年 12月 

ロルノキシカム ロルノキシカム、ロルカム錠 2 mg、ロルカム錠 4 

mg  

(大正製薬株式会社) 

平成 12年 12月 

116 

 

カベルゴリン カベルゴリン、カバサール錠 0.25 mg、カバサー

ル錠 1.0 mg、カバサール錠 0.25 mg キッセイ、

カバサール錠 1.0 mg キッセイ 

(ファルマシア・アップジョン株式会社、キッセイ

薬品工業株式会社) 

平成 11年 6 月 

カベルゴリン カバサール錠 0.25 mg、カバサール錠 1.0 mg、カ

バサール錠 0.25 mg キッセイ、カバサール錠 1.0 

mg キッセイ 

(ファルマシア株式会社、キッセイ薬品工業株式会

社) 

平成 15年 4 月 

塩酸セレギリン 塩酸セレギリン、エフピー錠 2.5 

(藤本製薬株式会社) 

平成 10年 7 月 

塩酸プラミペキソール水和物 塩酸プラミペキソール水和物、ビ・シフロール錠 

0.125 mg、ビ・シフロール錠 0.5 mg 

(日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社) 

平成 15年 10月 

117 アリピプラゾール アリピプラゾール、エビリファイ錠 3 mg、エビリ

ファイ錠 6 mg、エビリファイ散 1％ 

(大塚製薬株式会社) 

平成 18年 1 月 

オランザピン オランザピン「リリー」、ジプレキサ錠 2.5 mg、

ジプレキサ錠 5 mg、ジプレキサ錠 10 mg 

(日本イーライリリー株式会社) 

平成 12年 12月 

フマル酸クエチアピン セロクエル 25 mg 錠、セロクエル 100 mg 錠 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 12年 12月 
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塩酸パロキセチン水和物 塩酸パロキセチン水和物、パキシル錠 10 mg、パ

キシル錠 20 mg 

(スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社) 

平成 12年 9 月 

塩酸パロキセチン水和物 パキシル錠 10 mg、パキシル錠 20 mg 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 18年 1 月 

マレイン酸フルボキサミン マレイン酸フルボキサミン、ルボックス錠 25、ル

ボックス錠 50、デプロメール錠 25、デプロメー

ル錠 50 

(ソルベイ製薬株式会社、ソルベイ明治薬品株式会

社、明治製菓株式会社) 

平成 11年 4 月 

マレイン酸フルボキサミン ルボックス錠 25、ルボックス錠 50、デプロメー

ル錠 25、デプロメール錠 50 

(ソルベイ製薬株式会社、明治製菓株式会社) 

平成 17年 10月 

塩酸ペロスピロン水和物 ルーラン原末、ルーラン原末住友、ルーラン錠 4、

ルーラン錠 8 

(住友化学工業株式会社、住友製薬株式会社) 

平成 12年 12月 

塩酸ミルナシプラン トレドミン、トレドミン錠 15、トレドミン錠 25 

(旭化成工業株式会社) 

平成 11年 9 月 

119 エダラボン エダラボン、ラジカット注 30 mg 

(三菱東京製薬株式会社) 

平成 13年 4 月 

タルチレリン水和物 タルチレリン水和物、セレジスト錠 5 

(田辺製薬株式会社) 

平成 12年 7 月 

塩酸ドネペジル アリセプト、アリセプト錠 3 mg、アリセプト錠 5 

mg 

(エーザイ株式会社) 

平成 11年 10月 

ドロキシドパ ドプスカプセル 100、ドプスカプセル 200、ドプ

ス細粒 20 

(住友製薬株式会社) 

平成 12年 7 月 

ピラセタム ピラセタム「UCB」、ミオカーム内服液、ミオカー

ム内服液「大鵬」 

(ユーシービージャパン株式会社、大鵬薬品工業株

式会社) 

平成 11年 9 月 

リルゾール リルゾール、リルテック錠 50 

(ローヌ・プーラン・ローラー株式会社) 

平成 10年 12月 

2 巻  末梢神経系用薬，眼科・耳鼻科用剤他 〔薬効 121,122,124,131,132,190〕 

2 巻 121 塩酸ブピバカイン マーカイン注脊麻用 0.5％等比重、マーカイン注

脊麻用 0.5％高比重 

(アストラジャパン株式会社) 

平成 12年 1 月 

塩酸ロピバカイン水和物 アナペイン注 2 mg/mL、アナペイン注 7.5 mg/mL、

アナペイン注 10 mg/mL 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 13年 4 月 

122 Ａ型ボツリヌス毒素 ボトックス注 100 

(アラガン株式会社) 

平成 12年 1 月 
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Ａ型ボツリヌス毒素 ボトックス注 100 

(アラガン株式会社) 

平成 13年 6 月 

124 バクロフェン ギャバロン髄注  0.005％、ギャバロン髄注 

0.05％、ギャバロン髄注 0.2％ 

(第一製薬株式会社) 

平成 17年 4 月 

131 アシタザノラスト水和物 ゼペリン原末、ゼペリン点眼液 0.1％ 

(わかもと製薬株式会社) 

平成 12年 9 月 

塩酸アプラクロニジン アイオピジン 1％ 

(日本アルコン株式会社) 

平成 10年 12月 

イブジラスト ケタス点眼液、アイビナール点眼液 

(杏林製薬株式会社、萬有製薬株式会社) 

平成 12年 1 月 

ガチフロキサシン水和物 ガチフロ 0.3％点眼液 

(千寿製薬株式会社) 

平成 16年 7 月 

シクロスポリン パピロックミニ点眼液 0.1％ 

(参天製薬株式会社) 

平成 17年 10月 

トシル酸トスフロキサシン オゼックス点眼液 0.3％、トスフロ点眼液 0.3％ 

(富山化学工業株式会社、株式会社 ニデック) 

平成 18年 1 月 

塩酸ドルゾラミド トルソプト点眼液 0.5％、トルソプト点眼液 1％ 

(萬有製薬株式会社) 

平成 11年 3 月 

ニプラジロール ハイパジールコーワ点眼液、ニプラノール点眼液 

(興和株式会社、テイカ製薬株式会社) 

平成 11年 6 月 

塩酸ブナゾシン デタントール 0.01％点眼液 

(参天製薬株式会社) 

平成 13年 6 月 

ブリンゾラミド エイゾプト 1％点眼液 

(日本アルコン株式会社) 

平成 14年 10月 

ブロムフェナクナトリウム水

和物 

ブロムフェナクナトリウム「センジュ」、ブロナッ

ク点眼液 

(千寿製薬株式会社) 

平成 12年 3 月 

ベルテポルフィン ビスダイン静注用 15 mg 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 15年 10月 

ラタノプロスト キサラタン点眼液 

(ファルマシア・アップジョン株式会社) 

平成 11年 3 月 

塩酸レボカバスチン リボスチン点眼液 0.025％ 

(ヤンセン協和株式会社) 

平成 12年 9 月 

塩酸レボブノロール ミロル末、ミロル点眼液 0.5％ 

(杏林製薬株式会社) 

平成 12年 7 月 

レボフロキサシン クラビット点眼液 

(参天製薬株式会社) 

平成 12年 1 月 

132 プロピオン酸フルチカゾン 小児用フルナーゼ点鼻液 25 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 15年 1 月 

塩酸レボカバスチン リボスチン、リボスチン点鼻液 

(ヤンセン協和株式会社) 

平成 11年 6 月 
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190 塩酸メキシチレン メキシチールカプセル 50 mg、メキシチールカプ

セル 100 mg 

(日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社) 

平成 12年 7 月 

3 巻  循環器官用薬(1) 〔薬効 211,212,213,214〕 

3 巻 211 塩酸コルホルシンダロパート アデール NK、アデール注 

(日本化薬株式会社) 

平成 10年 10月 

212 塩酸エスモロール 塩酸エスモロール、ブレビブロック注 100 mg 

(丸石製薬株式会社) 

平成 14年 10月 

塩酸ソタロール 塩酸ソタロール、ソタコール錠 40 mg、ソタコー

ル錠 80 mg 

(ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社) 

平成 10年 9 月 

塩酸ニフェカラント シンビット原末、シンビット注 

(三井化学株式会社、三井製薬工業株式会社) 

平成 11年 6 月 

塩酸ピルジカイニド サンリズム注射液 50 

(サントリー株式会社) 

平成 12年 1 月 

酢酸フレカイニド タンボコール注 50 mg 

(エーザイ株式会社) 

平成 10年 9 月 

塩酸ランジオロール 注射用オノアクト 50、オノアクト、塩酸ランジオ

ロール TKS 

(小野薬品工業株式会社、ナガセケムテックス株式

会社) 

平成 14年 7 月 

213 トラセミド トラセミド末、ユーナート錠 2 mg、ユーナート錠 

4 mg、ユーナート錠 8 mg、ルプラック錠 2 mg、

ルプラック錠 4 mg、ルプラック錠 8 mg 

(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社、吉富

製薬株式会社) 

平成 11年 3 月 

214 アゼルニジピン カルブロック、カルブロック錠 8 mg、カルブロッ

ク錠 16 mg 

(宇部興産株式会社、三共株式会社) 

平成 15年 1 月 

塩酸イミダプリル タナトリル錠 2.5、タナトリル錠 5 

(田辺製薬株式会社) 

平成 14年 1 月 

オルメサルタン メドキソミ

ル 

オルメテック、オルメテック錠 10 mg、オルメテ

ック錠 20 mg 

(三共株式会社) 

平成 16年 1 月 

カルベジロール アーチスト錠 1.25 mg、アーチスト錠 2.5 mg、ア

ーチスト錠 10 mg 

(第一製薬株式会社) 

平成 14年 10月 

カンデサルタン シレキセチ

ル 

カンデサルタン シレキセチル、ブロプレス錠 2、

ブロプレス錠 4、ブロプレス錠 8、ブロプレス錠 

12 

(武田薬品工業株式会社) 

平成 11年 3 月 

カンデサルタン シレキセチ

ル 

ブロプレス錠 2、ブロプレス錠 4、ブロプレス錠 8 

(武田薬品工業株式会社) 

平成 17年 10月 
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テルミサルタン テルミサルタン、ミカルディスカプセル 20 mg、

ミカルディスカプセル 40 mg 

(日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社) 

平成 14年 10月 

塩酸ニカルジピン ペルジピン注射液 2 mg、ペルジピン注射液 10 mg 

(山之内製薬株式会社) 

平成 10年 1 月 

ニトロプルシドナトリウム ニトロプルシドナトリウム、ニトプロ注 

(丸石製薬株式会社) 

平成 10年 1 月 

バルサルタン ディオバン、ディオバン錠 20 mg、ディオバン錠 40 

mg、ディオバン錠 80 mg 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 12年 9 月 

ペリンドプリルエルブミン ペリンドプリルエルブミン、コバシル錠 2 mg、コ

バシル錠 4 mg 

(日本セルヴィエ株式会社、第一製薬株式会社) 

平成 10年 1 月 

ロサルタンカリウム ロサルタンカリウム、ニューロタン錠 25、ニュー

ロタン錠 50 

(萬有製薬株式会社) 

平成 10年 7 月 

4 巻  循環器官用薬(2) 〔薬効 216,217,218〕 

4 巻 216 臭化水素酸エレトリプタン 臭化水素酸エレトリプタンファイザー、レルパッ

クス錠 20 mg 

(ファイザー製薬株式会社) 

平成 14年 4 月 

コハク酸スマトリプタン コハク酸スマトリプタン、イミグラン注 3 

(グラクソ・ウエルカム株式会社) 

平成 12年 1 月 

コハク酸スマトリプタン イミグラン錠 50 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 13年 6 月 

スマトリプタン イミグラン点鼻液 20 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 15年 4 月 

ゾルミトリプタン ゾーミッグ錠 2.5 mg 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 13年 6 月 

安息香酸リザトリプタン マクサルト錠 10 mg、マクサルト RPD 錠 10 mg 

(杏林製薬株式会社) 

平成 15年 7 月 

217 ニフェジピン アダラート CR 錠 10 mg、アダラート CR 錠 20 

mg、アダラート CR 錠 40 mg 

(バイエル薬品株式会社) 

平成 10年 4 月 

218 アトルバスタチンカルシウム

水和物 

リピトール、リピトール錠 5 mg、リピトール錠 10 

mg 

(ワーナー・ランバート株式会社、山之内製薬株式

会社) 

平成 12年 3 月 

コレスチミド コレバイン、コレバイン錠 500 mg、コレバイン顆

粒 70％ 

(三菱化学株式会社) 

平成 11年 3 月 
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セリバスタチンナトリウム バイコールプレミックス 0.1、バイコールプレミ

ックス 0.15、バイコール錠 0.1 mg、バイコール

錠 0.15 mg、セルタプレミックス 0.1、セルタプ

レミックス 0.15、セルタ錠 0.1、セルタ錠 0.15 

(バイエル薬品株式会社、武田薬品工業株式会社) 

平成 11年 3 月 

ピタバスタチンカルシウム ピタバスタチンカルシウム、リバロ錠 1 mg、リバ

ロ錠 2 mg 

(日産化学工業株式会社、興和株式会社) 

平成 15年 7 月 

フェノフィブラート フェノフィブラート「グレラン」、リパンチルカプ

セル 100、リパンチルカプセル 150 

(グレラン製薬株式会社) 

平成 11年 3 月 

フルバスタチンナトリウム フルバスタチンナトリウム、ローコールカプセル 

10 mg、ローコールカプセル 20 mg、ローコールカ

プセル 30 mg 

(ノバルティスファーマ株式会社) 

平成 10年 6 月 

ロスバスタチンカルシウム クレストール錠 2.5 mg、クレストール錠 5 mg、

クレストール錠 10 mg 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 17年 1 月 

5 巻  循環器官用薬(3)，呼吸器官用薬 〔薬効 219,223,225,229〕 

5 巻 219 

 

アルプロスタジル リプル、パルクス注 

(吉富製薬株式会社、大正製薬株式会社) 

平成 10年 6 月 

エポプロステノールナトリウ

ム 

静注用フローラン 0.5 mg 

(日本ウエルカム株式会社) 

平成 11年 1 月 

塩酸セベラマー レナジェル、レナジェル錠 250 mg、フォスブロッ

ク錠 250 mg 

(中外製薬株式会社、麒麟麦酒株式会社) 

平成 15年 1 月 

沈降炭酸カルシウム カルタン錠 500 

(アストラジャパン株式会社) 

平成 11年 6 月 

ボセンタン水和物 トラクリア錠 62.5 mg 

(アクテリオンファーマシューティカルズジャパ

ン株式会社) 

平成 17年 4 月 

リマプロスト アルファデク

ス 

オパルモン錠、プロレナール錠 

(小野薬品工業株式会社、大日本製薬株式会社) 

平成 13年 4 月 

塩酸ロメリジン 塩酸ロメリジン、テラナス錠 5、ミグシス錠 5 mg 

(鐘紡株式会社、ファルマシア・アップジョン株式

会社) 

平成 11年 3 月 

223 フドステイン フドステイン「ドージン」、フドステイン「ユーキ」、

フドステイン、スペリア錠 200、クリアナール錠 

200 mg 

(同仁医薬化工株式会社、有機合成薬品工業株式会

社、エスエス製薬株式会社、ウェルファイド株式

会社) 

平成 13年 10月 

225 キシナホ酸サルメテロール セレベント 25 インヘラー、セレベント 25 ロタ

ディスク、セレベント 50 ロタディスク 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 14年 4 月 
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臭化チオトロピウム水和物 スピリーバ吸入用カプセル 18μg 

(日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社) 

平成 16年 10月 

ツロブテロール ホクナリンテープ 0.5 mg、ホクナリンテープ 1 

mg、ホクナリンテープ 2 mg、アミエイド TBL テ

ープ 0.5 mg、アミエイド TBL テープ 1 mg、アミ

エイド TBL テープ 2 mg 

(北陸製薬株式会社、日東電工株式会社) 

平成 10年 9 月 

229 ブデソニド パルミコート 100 タービュヘイラー、パルミコー

ト 200 タービュヘイラー 

(アストラジャパン株式会社) 

平成 11年 6 月 

プロピオン酸フルチカゾン フルタイド 50 ロタディスク、フルタイド 100 ロ

タディスク、フルタイド 200 ロタディスク 

(日本グラクソ株式会社) 

平成 10年 9 月 

プロピオン酸フルチカゾン フルタイド 50 ディスカス、フルタイド 100 ディ

スカス、フルタイド 200 ディスカス、フルタイド 

50 ロタディスク、フルタイド 100 ロタディスク 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 13年 10月 

プロピオン酸ベクロメタゾン キュバール 50 エアゾール、キュバール 100 エア

ゾール 

(大日本製薬株式会社) 

平成 14年 4 月 

プロピオン酸ベクロメタゾン キュバール 50 エアゾール、キュバール 100 エア

ゾール 

(大日本製薬株式会社) 

平成 17年 1 月 

6 巻  消化器官用薬 〔薬効 232,236,239〕 

6 巻 232 エグアレンナトリウム エグアレンナトリウム、アズロキサ顆粒 

(寿製薬株式会社) 

平成 11年 3 月 

オメプラゾール オメプラール錠、オメプラール錠 10、オメプラゾ

ン錠、オメプラゾン錠 10 mg 

(アストラゼネカ株式会社、ウェルファイド株式会

社) 

平成 12年 12月 

オメプラゾールナトリウム オメプラール S、オメプラール注 20 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 13年 4 月 

オメプラゾール、クラリスロ

マイシン、アモキシシリン 

オメプラール錠、オメプラゾン錠 10 mg、オメプ

ラゾン錠 20 mg、オメプラール錠 10、オメプラー

ル錠 20、クラリス錠 200、クラリシッド錠 200 mg、

パセトシンカプセル、パセトシン錠 250、サワシ

リンカプセル、サワシリン錠 250、アモキシシリ

ンカプセル「トーワ」 

(三菱ウェルファーマ株式会社、アストラゼネカ株

式会社、大正製薬株式会社、ダイナボット株式会

社、協和醗酵工業株式会社、昭和薬品化工株式会

社、東和薬品株式会社) 

平成 14年 4 月 
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ラフチジン ストガー錠 5、ストガー錠 10、プロテカジン錠 5、

プロテカジン錠 10、ラフチジン 

(セントラル硝子株式会社、大鵬薬品工業株式会

社、富士レビオ株式会社) 

平成 12年 1 月 

ラベプラゾールナトリウム パリエット錠 10 mg 

(エーザイ株式会社) 

平成 15年 7 月 

アモキシシリン、ランソプラ

ゾール、クラリスロマイシン 

アモリンカプセル 125、アモリンカプセル 250、

アモリン細粒、サワシリンカプセル、サワシリン

錠 250、パセトシンカプセル、パセトシン錠 250、

アモピシリンカプセル 250、アモキシシリンカプ

セル「トーワ」、ワイドシリン細粒 200、タケプロ

ンカプセル 15、タケプロンカプセル 30、クラリ

ス錠 200、クラリシッド錠 200 mg 

(武田薬品工業株式会社、ダイナボット株式会社、

協和醗酵工業株式会社、昭和薬品化工株式会社、

大正製薬株式会社、大洋薬品工業株式会社、東和

薬品株式会社、明治製菓株式会社) 

平成 12年 9 月 

ランソプラゾール タケプロンカプセル 15、タケプロンカプセル 30 

(武田薬品工業株式会社) 

平成 12年 12月 

236 ウルソデスオキシコール酸 ウルソサン錠 50 mg、ウルソ 100 

(東京田辺製薬株式会社) 

平成 11年 6 月 

239 塩酸アザセトロン セロトーン錠 5 mg「ヨシトミ」、セロトーン錠 10 

mg「ヨシトミ」、セロトーン錠 5 mg、セロトーン

錠 10 mg 

(吉富製薬株式会社、日本たばこ産業株式会社) 

平成 11年 6 月 

塩酸インジセトロン 塩酸インジセトロン「ニッシン」、シンセロン錠 8 

mg 

(日清ファルマ株式会社、日清キョーリン製薬株式

会社) 

平成 16年 1 月 

インフリキシマブ（遺伝子組

換え） 

レミケード点滴静注用 100 

(田辺製薬株式会社) 

平成 14年 1 月 

インフリキシマブ（遺伝子組

換え） 

レミケード点滴静注用 100 

(田辺製薬株式会社) 

平成 15年 7 月 

塩酸オンダンセトロン ゾフランシロップ 

(日本グラクソ株式会社) 

平成 11年 6 月 

塩酸グラニセトロン カイトリル注射液 

(スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社) 

平成 12年 7 月 

塩酸セビメリン水和物 塩酸セビメリン(ISK)、エボザックカプセル 30 mg、

サリグレンカプセル 30 mg 

(石原産業株式会社、雪印乳業株式会社、日本化薬

株式会社) 

平成 13年 6 月 

トコン流エキス、トコンシロ

ップ 

トコン流エキス「廣貫堂」、トコンシロップ「ツム

ラ」 

(株式会社廣貫堂、株式会社ツムラ) 

平成 12年 12月 
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塩酸ピロカルピン サラジェン錠 5 mg 

(キッセイ薬品工業株式会社) 

平成 17年 7 月 

ポリカルボフィルカルシウム ポリフル原末、ポリフル錠 500 mg、ポリフル細粒、

コロネル錠 500 mg、コロネル細粒 

(北陸製薬株式会社、藤沢薬品工業株式会社) 

平成 12年 7 月 

メサラジン ペンタサ注腸 1 g 

(日清キョーリン製薬株式会社) 

平成 14年 10月 

クエン酸モサプリド ガスモチン、ガスモチン錠 2.5 mg、ガスモチン錠 

5 mg、ガスモチン散 

(大日本製薬株式会社) 

平成 10年 6 月 

塩酸ラモセトロン ナゼア OD 錠 0.1 mg 

(山之内製薬株式会社) 

平成 10年 6 月 

7 巻  ホルモン剤 〔薬効 241,247,249〕 

7 巻 241 ソマトロピン（遺伝子組換え） セロスティム注 5 mg 

(セローノ・ジャパン株式会社) 

平成 11年 3 月 

ソマトロピン（遺伝子組換え） ジェノトロピン 1.3 mg、ジェノトロピン 5.3 mg、

ジェノトロピンカビクイック 0.7 mg、ジェノトロ

ピンカビクイック 1.0 mg、ジェノトロピンカビク

イック 1.3 mg 

(ファルマシア株式会社) 

平成 14年 1 月 

酢酸デスモプレシン デスモプレシン・スプレー 10 協和 

(協和醗酵工業株式会社) 

平成 15年 1 月 

フォリトロピンベータ（遺伝

子組換え） 

フォリスチム注 75、フォリスチム注 150 

(日本オルガノン株式会社) 

平成 17年 4 月 

247 エストラジオール エストラダーム M、エストラーナ 

(日本チバガイギー株式会社、久光製薬株式会社) 

平成 14年 4 月 

249 インスリン アスパルト（遺伝

子組換え） 

インスリン アスパルト ノボ・ノルディスク、ノ

ボラピッド注 150、ノボラピッド注 300、ノボラ

ピッド注 300 フレックスペン、ノボラピッド注 

100 単位/mL バイアル 

(ノボ ノルディスク ファーマ株式会社) 

平成 13年 10月 

インスリン グラルギン（遺伝

子組換え） 

ランタス注カート 300、ランタス注キット 300 

(アベンティス ファーマ株式会社) 

平成 15年 10月 

インスリン リスプロ（遺伝子

組換え） 

ヒューマログ注バイアル U-100、ヒューマログ注

カート、ヒューマログ注キット、インスリン リス

プロ（遺伝子組換え） 

(日本イーライリリー株式会社) 

平成 13年 6 月 

酢酸オクトレオチド サンドスタチン LAR 筋注用 10 mg、サンドスタチ

ン LAR 筋注用 20 mg、サンドスタチン LAR 筋注

用 30 mg 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 16年 4 月 

酢酸オクトレオチド サンドスタチン注射液 50μg、サンドスタチン注

射液 100μg 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 16年 10月 
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酢酸ゴセレリン ゾラデックス 1.8 mg デポ 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 12年 7 月 

酢酸ゴセレリン ゾラデックス LA 10.8 mg デポ 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 14年 1 月 

酢酸ナファレリン ナサニール点鼻液 

(日本モンサント株式会社) 

平成 11年 3 月 

フィナステリド プロペシア錠 1 mg、プロペシア錠 0.2 mg 

(萬有製薬株式会社) 

平成 17年 10月 

酢酸ブセレリン スプレキュア MP 1.8 

(ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社) 

平成 10年 12月 

酢酸リュープロレリン リュープリン SR 注射用キット 11.25 

(武田薬品工業株式会社) 

平成 14年 7 月 

8 巻  泌尿器官剤，外皮用薬 〔薬効 254,255,259,263,264,265,269〕 

8 巻 254 デソゲストレル/エチニルエ

ストラジオール 

マーベロン 21、マーベロン 28 

(日本オルガノン株式会社) 

平成 11年 6 月 

ノルエチステロン/エチニル

エストラジオール 

シンフェーズ T 28、ノリニール T 28 

(日本モンサント株式会社、第一製薬株式会社) 

平成 11年 6 月 

ノルエチステロン/エチニル

エストラジオール 

エリオット 21 

(明治製菓株式会社) 

平成 11年 6 月 

ノルエチステロン/エチニル

エストラジオール 

オーソ M-21、オーソ 777-21、オーソ 777-28 

(ヤンセン協和株式会社) 

平成 11年 6 月 

レボノルゲストレル/エチニ

ルエストラジオール 

トリキュラー 21、トリキュラー 28、リビアン 21、

リビアン 28 

(日本シエーリング株式会社、山之内製薬株式会

社) 

平成 11年 6 月 

レボノルゲストレル/エチニ

ルエストラジオール 

コンテリン末、トライディオール 21、トライディ

オール 28、アンジュ 21、アンジュ 28 

(帝国臓器製薬株式会社、日本ワイスレダリー株式

会社) 

平成 11年 6 月 

255 硫酸アルミニウムカリウム、

タンニン酸 

ジオン注無痛化剤付、ジオン注生食液付 

(三菱ウェルファーマ株式会社) 

平成 16年 7 月 

259 クエン酸シルデナフィル クエン酸シルデナフィルファイザー、バイアグラ

錠 25 mg、バイアグラ錠 50 mg 

(ファイザー製薬株式会社) 

平成 11年 1 月 

シロドシン ユリーフカプセル 2 mg、ユリーフカプセル 4 mg、

シロドシン「 SFL 」 

(キッセイ薬品工業株式会社、塩野フィネス株式会

社) 

平成 18年 1 月 

ナフトピジル ナフトピジル、フリバス錠 25 mg、フリバス錠 50 

mg、アビショット錠 25、アビショット錠 50 

(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社、旭化

成工業株式会社、鐘紡株式会社) 

平成 10年 12月 

塩酸バルデナフィル水和物 レビトラ錠 5 mg、レビトラ錠 10 mg 

(バイエル薬品株式会社) 

平成 16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 

〔薬効別〕 平成 10 年 1 月～平成 18 年 1 月承認 

(財) 日本医薬情報センター 

巻 薬効 一般名 販売名(申請者名) 承認年月 

263 リン酸クリンダマイシン ダラシン T ゲル 1％ 

(ファルマシア株式会社) 

平成 14年 7 月 

264 ジクロフェナクナトリウム ナボールゲル、ボルタレンゲル 

(エスエス製薬株式会社、同仁医薬化工株式会社) 

平成 12年 1 月 

ファルネシル酸プレドニゾロ

ン 

ファルネラート、ファルネラートゲル、ファルネ

ゾンゲル 

(株式会社クラレ、大鵬薬品工業株式会社、株式会

社池田模範堂) 

平成 10年 4 月 

265 リラナフタート リラナフタート、ゼフナートクリーム 2％、クリ

メロールクリーム 2％ 

(東ソー・アクゾ株式会社、全薬工業株式会社、ソ

ルベイ製薬株式会社) 

平成 12年 1 月 

ルリコナゾール ルリコナゾール、ルリコンクリーム 1％、ルリコ

ン液 1％ 

(日本農薬株式会社、ポーラ化成工業株式会社) 

平成 17年 4 月 

269 カルシポトリオール ドボネックス軟膏 

(帝国製薬株式会社) 

平成 12年 1 月 

タカルシトール ボンアルファハイ軟膏 20 μg/g 

(帝人株式会社) 

平成 14年 7 月 

タクロリムス水和物 プロトピック軟膏 0.1％ 

(藤沢薬品工業株式会社) 

平成 11年 6 月 

タクロリムス水和物 プロトピック軟膏 0.03％小児用 

(藤沢薬品工業株式会社) 

平成 15年 7 月 

トラフェルミン(遺伝子組換

え) 

トラフェルミン原液、フィブラストスプレー 250、

フィブラストスプレー 500 

(科研製薬株式会社) 

平成 13年 4 月 

マキサカルシトール オキサロール軟膏 

(中外製薬株式会社) 

平成 13年 6 月 

9 巻  ビタミン剤，血液・体液用薬，人工透析用薬 〔薬効 311,333,339,341,342〕 

9 巻 311 カルシトリオール ロカルトロール注 0.5、ロカルトロール注 1 

(日本ロシュ株式会社) 

平成 13年 4 月 

ファレカルシトリオール ファレカルシトリオール原末、ホーネル錠 0.15、

ホーネル錠 0.3、フルスタン錠 0.15、フルスタン

錠 0.3 

(塩野香料株式会社、大正製薬株式会社、住友製薬

株式会社) 

平成 13年 4 月 

マキサカルシトール オキサロール、オキサロール注 2.5μg、オキサロ

ール注 5μg、オキサロール注 10μg 

(中外製薬株式会社) 

平成 12年 7 月 

333 ダナパロイドナトリウム オルガラン注 

(日本オルガノン株式会社) 

平成 12年 7 月 

レビパリンナトリウム クリバリン注 1000、ローモリン注 

(クノールジャパン株式会社、三井製薬工業株式会

社) 

平成 11年 9 月 
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339 シロスタゾール プレタール錠 50、プレタール錠 100 

(大塚製薬株式会社) 

平成 15年 4 月 

フィルグラスチム(遺伝子組

換え) 

グラン注射液 75、グラン注射液 150、グラン注射

液 300、グラン注射液 M 300、グリマチン注射液 

75、グリマチン注射液 150、グリマチン注射液 

300、グリマチン注射液 M 300 

(麒麟麦酒株式会社、三共株式会社) 

平成 12年 3 月 

ベラプロストナトリウム ドルナー錠 20μg、プロサイリン錠 20 

(東レ株式会社、科研製薬株式会社) 

平成 11年 9 月 

レノグラスチム(遺伝子組換

え) 

ノイトロジン注 50μg、ノイトロジン注 100μg、

ノイトロジン注 250μg 

(中外製薬株式会社) 

平成 12年 9 月 

341 医療用配合剤のため該当しな

い 

バイフィル－S、バイフィル専用炭酸水素ナトリウ

ム補充液 

(清水製薬株式会社) 

平成 12年 3 月 

342 医療用配合剤のため該当しな

い 

エクストラニール 

(バクスター株式会社) 

平成 15年 4 月 

10 巻  その他の代謝性医薬品(1) 〔薬効 391,392,395,396〕 

10巻 391 チオプロニン チオラ錠 100 

(参天製薬株式会社) 

平成 14年 7 月 

392 アセチルシステイン アセチルシステイン内用液 17.6％「センジュ」 

(千寿製薬株式会社) 

平成 14年 4 月 

コレスチラミン クエストラン 

(アベンティスファーマ株式会社) 

平成 15年 4 月 

ホリナートカルシウム、テガ

フール/ウラシル 

ユーゼル錠 25 mg、ロイコボリン錠 25 mg、ユー

エフティ，ユーエフティＥ顆粒 

(大鵬薬品工業株式会社、日本ワイスレダリー株式

会社) 

平成 15年 7 月 

レボホリナートカルシウム レボホリナートカルシウム「レダリー」、アイソボ

リン注 25 mg 

(日本ワイスレダリー株式会社) 

平成 11年 6 月 

メトトレキサート、ロイコボ

リンカルシウム 

リウマトレックスカプセル 2 mg、筋注用ロイコボ

リン、ロイコボリン錠 5 mg 

(日本レダリー株式会社) 

平成 11年 3 月 

395 アガルシダーゼ ベータ(遺

伝子組換え) 

ファブラザイム点滴静注用 5 mg、ファブラザイム

点滴静注用 35 mg 

(ジェンザイム・ジャパン株式会社) 

平成 16年 1 月 

アルテプラーゼ(遺伝子組換

え) 

グルトパ注 600 万、グルトパ注 1200 万、グルト

パ注 2400 万、アクチバシン注 600 万、アクチバ

シン注 1200 万、アクチバシン注 2400 万 

(三菱ウェルファーマ株式会社、協和発酵工業株式

会社) 

平成 17年 10月 

イミグルセラーゼ(遺伝子組

換え) 

セレザイム注 200 U 

(ジェンザイム・ジャパン株式会社) 

平成 10年 3 月 
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パミテプラーゼ(遺伝子組換

え) 

ソリナーゼ原液、ソリナーゼ注射用 260 万、ソリ

ナーゼ注射用 520 万 

(山之内製薬株式会社) 

平成 10年 12月 

モンテプラーゼ(遺伝子組換

え) 

クリアクター、クリアクター注 40 万、クリアク

ター注 80 万、クリアクター注 160 万 

(エーザイ株式会社) 

平成 10年 4 月 

モンテプラーゼ(遺伝子組換

え) 

クリアクター注 40 万、クリアクター注 80 万、

クリアクター注 160 万 

(エーザイ株式会社) 

平成 17年 7 月 

396 グリメピリド アマリール、アマリール 1 mg 錠、アマリール 3 mg 

錠 

(ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社) 

平成 11年 9 月 

ナテグリニド ファスティック原末、ファスティック錠 30、ファ

スティック錠 90、スターシス錠 30 mg、スターシ

ス錠 90 mg 

(味の素株式会社、山之内製薬株式会社) 

平成 11年 6 月 

塩酸ピオグリタゾン 塩酸ピオグリタゾン、アクトス錠 15、アクトス錠 

30 

(武田薬品工業株式会社) 

平成 11年 9 月 

ミグリトール セイブル錠 25 mg、セイブル錠 50 mg、セイブル

錠 75 mg 

(株式会社 三和化学研究所) 

平成 17年 10月 

ミチグリニドカルシウム水和

物 

ミチグリニドカルシウム水和物「SFL」、グルファ

スト錠 5 mg、グルファスト錠 10 mg 

(塩野フィネス株式会社、キッセイ薬品工業株式会

社) 

平成 16年 1 月 

11 巻  その他の代謝性医薬品(2) 〔薬効 399〕 

11巻 399 アザチオプリン イムラン錠、アザニン錠 

(グラクソ・ウエルカム株式会社、田辺製薬株式会

社) 

平成 13年 6 月 

塩酸アルギニン、Ｌ－アルギ

ニン 

アルギ U 顆粒、アルギ U 注 

(ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社) 

平成 11年 9 月 

アレンドロン酸ナトリウム水

和物 

フォサマック錠 5、ボナロン錠 5 mg 

(萬有製薬株式会社、帝人株式会社) 

平成 13年 6 月 

エタネルセプト(遺伝子組換

え) 

エンブレル皮下注用 25 mg 

(日本ワイスレダリー株式会社) 

平成 17年 1 月 

シクロスポリン サンディミュン注射液、サンディミュン内用液、

サンディミュンカプセル 25 mg、サンディミュン

カプセル 50 mg、ネオーラル内用液、ネオーラル 10 

mg カプセル、ネオーラル 25 mg カプセル、ネオ

ーラル 50 mg カプセル 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 13年 6 月 

シベレスタットナトリウム水

和物 

エラスポール、注射用エラスポール 100、シベレ

スタットナトリウム水和物「SFL」 

(小野薬品工業株式会社、塩野フィネス株式会社) 

平成 14年 4 月 
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ゾレドロン酸水和物 ゾメタ注射液 4 mg 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 16年 10月 

タクロリムス水和物 プログラフカプセル 0.5 mg、プログラフカプセル 

1 mg 

(藤沢薬品工業株式会社) 

平成 12年 9 月 

タクロリムス水和物 プログラフカプセル 0.5 mg、プログラフカプセル 

1 mg、プログラフカプセル 5 mg、プログラフ注射

液 5 mg 

(藤沢薬品工業株式会社) 

平成 13年 6 月 

タクロリムス水和物 プログラフカプセル 0.5 mg、プログラフカプセル 

1 mg 

(アステラス製薬株式会社) 

平成 17年 4 月 

パミドロン酸二ナトリウム アレディア注 15 mg、アレディア注 30 mg 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 16年 11月 

ヒアルロン酸ナトリウム スベニールバイアル、スベニールバイアルディス

ポ、ダラドールバイアル、ダラドールバイアルデ

ィスポ、ヒアルロン酸ナトリウム注射液「電化」、

ヒアルロン酸ナトリウム注射液ディスポ「電化」 

(アベンティスファーマ株式会社、中外製薬株式会

社、電気化学工業株式会社) 

平成 12年 3 月 

ミコフェノール酸モフェチル ミコフェノール酸モフェチル、セルセプトカプセ

ル 250 

(日本ロシュ株式会社) 

平成 11年 9 月 

ミコフェノール酸モフェチル セルセプトカプセル 250 

(日本ロシュ株式会社) 

平成 12年 12月 

ミコフェノール酸モフェチル セルセプトカプセル 250 

(中外製薬株式会社) 

平成 15年 1 月 

メトトレキサート、ロイコボ

リンカルシウム 

リウマトレックスカプセル 2 mg、筋注用ロイコボ

リン、ロイコボリン錠 5 mg 

(日本レダリー株式会社) 

平成 11年 3 月 

ラクチトール水和物 ラクチトール水和物、ポルトラック 

(日本新薬株式会社) 

平成 10年 9 月 

塩酸ラロキシフェン エビスタ錠 60 mg 

(日本イーライリリー株式会社) 

平成 16年 1 月 

リセドロン酸ナトリウム水和

物 

リセドロネート原末、アクトネル錠 2.5 mg、ベネ

ット錠 2.5 mg 

(味の素株式会社、武田薬品工業株式会社) 

平成 14年 1 月 

レフルノミド アラバ錠 10 mg、アラバ錠 20 mg、アラバ錠 100 mg 

(アベンティスファーマ株式会社) 

平成 15年 4 月 

12 巻  腫瘍用薬(1) 〔薬効 421,422,423,424〕 

12巻 421 メルファラン アルケラン静注用 50 mg 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 13年 4 月 

422 カペシタビン ゼローダ錠 300 

(中外製薬株式会社) 

平成 15年 4 月 
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塩酸ゲムシタビン 塩酸ゲムシタビン「リリー」、ジェムザール注 

(日本イーライリリー株式会社) 

平成 11年 3 月 

塩酸ゲムシタビン ジェムザール注射用 200 mg、ジェムザール注射用 

1 g 

(日本イーライリリー株式会社) 

平成 13年 4 月 

シタラビン キロサイド N 注 

(日本新薬株式会社) 

平成 12年 1 月 

テガフール/ウラシル、ホリナ

ートカルシウム 

ユーゼル錠 25 mg、ロイコボリン錠 25 mg、ユー

エフティ、ユーエフティ E 顆粒 

(大鵬薬品工業株式会社、日本ワイスレダリー株式

会社) 

平成 15年 7 月 

ギメスタット、オタスタット

カリウム、テガフール/ギメス

タット/オタスタットカリウ

ムの配合剤 

ギメスタット「大鵬」、オタスタットカリウム、テ

ィーエスワンカプセル 20、ティーエスワンカプセ

ル 25 

(大鵬薬品工業株式会社、住化ファインケム株式会

社) 

平成 11年 1 月 

リン酸フルダラビン フルダラ 

(日本シエーリング株式会社) 

平成 11年 9 月 

423 塩酸アムルビシン カルセド原末、カルセド原末住友、カルセド注 20 

mg、カルセド注 50 mg 

(住友化学工業株式会社、住友製薬株式会社) 

平成 14年 4 月 

ゲムツズマブオゾガマイシン

（遺伝子組換え） 

マイロターグ注射用 5 mg 

(ワイス株式会社) 

平成 17年 7 月 

424 エトポシド ラステット S 25、ラステット S 50 

(日本化薬株式会社) 

平成 12年 6 月 

塩酸ノギテカン ハイカムチン注射用 

(スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社) 

平成 12年 12月 

酒石酸ビノレルビン ナベルビン注 10、ナベルビン注 40 

(協和醗酵工業株式会社) 

平成 11年 3 月 

13 巻  腫瘍用薬(2) 〔薬効 429①〕 

13巻 429 

 

アナストロゾール アリミデックス錠 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 12年 12月 

メシル酸イマチニブ グリベックカプセル 100 mg 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 13年 11月 

メシル酸イマチニブ グリベックカプセル 100 mg 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 15年 7 月 

エキセメスタン アロマシン錠 25 mg 

(ファルマシア株式会社) 

平成 14年 7 月 

オキサリプラチン エルプラット注射用 100 mg 

(株式会社ヤクルト本社) 

平成 17年 3 月 

ゲフィチニブ イレッサ錠 250 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 14年 7 月 

タミバロテン タミバロテン「東光」、アムノレイク錠 2 mg 

(東光薬品工業株式会社) 

平成 17年 4 月 
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ビカルタミド カソデックス末、カソデックス錠 

(ゼネカ株式会社) 

平成 11年 3 月 

14 巻  腫瘍用薬(3)，放射性医薬品 〔薬効 429②，430〕 

14巻 429 クラドリビン ロイスタチン注 8 mg 

(ヤンセン協和株式会社) 

平成 14年 1 月 

三酸化ヒ素 トリセノックス注 10 mg 

(日本新薬株式会社) 

平成 16年 10月 

シスプラチン 動注用アイエーコール 100 mg、動注用コナブリ 

100 mg 

(日本化薬株式会社、ブリストル製薬有限会社) 

平成 16年 1 月 

タラポルフィンナトリウム レザフィリン、注射用レザフィリン 100 mg 

(和光純薬工業株式会社、明治製菓株式会社) 

平成 15年 10月 

トラスツズマブ(遺伝子組換

え) 

ハーセプチン注射用 150 

(日本ロシュ株式会社) 

平成 13年 4 月 

無水エタノール 無水エタノール注「シミズ」、無水エタノール注「メ

ルク」、無水エタノール注「フソー」 

(清水製薬株式会社、メルク・ホエイ株式会社、扶

桑薬品工業株式会社) 

平成 16年 10月 

リツキシマブ(遺伝子組換え) リツキサン注 10 mg/mL 

(全薬工業株式会社) 

平成 13年 6 月 

430 
イオマゼニル(123I) 

ベンゾダイン注 

(日本メジフィジックス株式会社) 

平成 16年 4 月 

フルデオキシグルコース(18F) FDG スキャン注、FDG スキャン-MP 注 

(日本メジフィジックス株式会社、財団法人先端医

学薬学研究センター) 

平成 17年 7 月 

15 巻  アレルギー用薬，抗生物質製剤(1) 〔薬効 449,611〕 

15巻 449 塩酸エピナスチン アレジオンドライシロップ 1％ 

(日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社) 

平成 17年 1 月 

塩酸オロパタジン アレロック、塩酸オロパタジン協和、アレロック

錠 2.5、アレロック錠 5 

(協和醗酵工業株式会社、協和油化株式会社) 

平成 12年 12月 

ザフィルルカスト アコレート錠 20 mg、アコレート錠 40 mg 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 12年 12月 

トシル酸スプラタスト アイピーディドライシロップ 5％ 

(大鵬薬品工業株式会社) 

平成 13年 6 月 

塩酸セチリジン ジルテック住友錠 5、ジルテック住友錠 10、ジル

テック錠 5、ジルテック錠 10 

(住友製薬株式会社、ユーシービージャパン株式会

社) 

平成 10年 6 月 

塩酸フェキソフェナジン アレグラ錠 60 mg 

(アベンティス ファーマ株式会社) 

平成 12年 9 月 

プランルカスト水和物 オノンカプセル 

(小野薬品工業株式会社) 

平成 12年 1 月 
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ベシル酸ベポタスチン ベシル酸ベポタスチン、タリオン錠 5、タリオン

錠 10 

(宇部興産株式会社、田辺製薬株式会社) 

平成 12年 7 月 

モンテルカストナトリウム モンテルカストナトリウム「杏林」、キプレス錠 

10、キプレスチュアブル錠 5、モンテルカストナ

トリウム「萬有」、シングレア錠 10、シングレア

チュアブル錠 5 

(杏林製薬株式会社、萬有製薬株式会社) 

平成 13年 6 月 

ラマトロバン ラマトロバン、バイナス錠 50 mg、バイナス錠 75 

mg 

(バイエル薬品株式会社) 

平成 12年 3 月 

ロラタジン ロラタジン原末、クラリチン錠 10 mg 

(シェリング・プラウ株式会社) 

平成 14年 7 月 

611 硫酸アルベカシン ハベカシン注射液 

(明治製菓株式会社) 

平成 10年 12月 

キヌプリスチン/ダルホプリ

スチン 

注射用シナシッド 

(アベンティスファーマ株式会社) 

平成 14年 1 月 

テイコプラニン タゴシッド、注射用タゴシッド、タゴシッド皮膚

反応用 

(ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社) 

平成 10年 4 月 

テイコプラニン 注射用タゴシッド 

(アベンティスファーマ株式会社) 

平成 15年 1 月 

塩酸バンコマイシン 塩酸バンコマイシン点滴静注用 0.5 g 

(日本イーライリリー株式会社) 

平成 16年 10月 

16 巻  抗生物質製剤(2) 〔薬効 613,614,617〕 

16巻 613 アモキシシリン、ランソプラ

ゾール、クラリスロマイシン 

アモリンカプセル 125、アモリンカプセルカプセ

ル 250、アモリン細粒、サワシリンカプセル、サ

ワシリン錠 250、パセトシンカプセル、パセトシ

ン錠 250、アモピシリンカプセル 250、アモキシ

シリンカプセル「トーワ」、ワイドシリン細粒 200、

タケプロンカプセル 15、タケプロンカプセル 30、

クラリス錠 200、クラリシッド錠 200 mg 

(武田薬品工業株式会社、ダイナボット株式会社、

協和醗酵工業株式会社、昭和薬品化工株式会社、

大正製薬株式会社、大洋薬品工業株式会社、東和

薬品株式会社、明治製菓株式会社) 

平成 12年 9 月 
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オメプラゾール、クラリスロ

マイシン、アモキシシリン 

オメプラール錠、オメプラゾン錠 10 mg、オメプ

ラゾン錠 20 mg、オメプラール錠 10、オメプラー

ル錠 20、クラリス錠 200、クラリシッド錠 200 mg、

パセトシンカプセル、パセトシン錠 250、サワシ

リンカプセル、サワシリン錠 250、アモキシシリ

ンカプセル「トーワ」 

(三菱ウェルファーマ株式会社、アストラゼネカ株

式会社、大正製薬株式会社、ダイナボット株式会

社、協和醗酵工業株式会社、昭和薬品化工株式会

社、東和薬品株式会社) 

平成 14年 4 月 

クラブラン酸カリウム/アモ

キシシリン 

オーグメンチン ES 小児用ドライシロップ 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 17年 10月 

硫酸セフォセリス ウィンセフ、ウィンセフ点滴用 0.5 g、ウィンセ

フ点滴用 1 g、ウィンセフ皮膚反応用 

(藤沢薬品工業株式会社) 

平成 10年 6 月 

塩酸セフォゾプラン ファーストシン静注用 0.25 g、ファーストシン静

注用 0.5 g、ファーストシン静注用 1 g、ファー

ストシンキット G 1 g、ファーストシンキット S 1 

g 

(武田薬品工業株式会社) 

平成 10年 12月 

タゾバクタムナトリウム/ピ

ペラシリンナトリウム 

タゾバクタム「大塚化学」、ピペラシリン水和物ト

ヤマ、タゾシン静注用 1.25ｇ、タゾシン静注用 

2.5 ｇ、ペンモード静注用 1.25 g、ペンモード静

注用 2.5 g、タゾシン皮膚反応用、ペンモード皮

膚反応用 

(大塚化学株式会社、富山化学工業株式会社、大鵬

薬品工業株式会社) 

平成 13年 4 月 

ドリペネム水和物 フィニバックス点滴用 0.25 g、フィニバックス皮

内反応検査薬 

(塩野義製薬株式会社) 

平成 17年 7 月 

ビアペネム オメガシン点滴用 0.3 g、オメガシン皮内反応用

セット，オメガシン点滴用 0.3 g バッグ、ビアペ

ネム「カネカ」 

(日本ワイスレダリー株式会社、菱山製薬株式会

社、鐘淵化学工業株式会社) 

平成 13年 10月 

ファロペネムナトリウム ファロムドライシロップ小児用 

(サントリー株式会社) 

平成 11年 9 月 

メロペネム三水和物 メロペン点滴用 0.25 g (バイアル)、メロペン点

滴用 0.5 g (バイアル・キット) 

(住友製薬株式会社) 

平成 16年 4 月 

614 アジスロマイシン水和物 アジスロマイシンファイザー、ジスロマック錠 

250 mg、ジスロマックカプセル小児用 100 mg、ジ

スロマック細粒小児用 

(ファイザー製薬株式会社) 

平成 12年 3 月 
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アジスロマイシン水和物 ジスロマック錠 600 mg 

(ファイザー製薬株式会社) 

平成 13年 12月 

クラリスロマイシン クラリス錠 200、クラリス錠 50 小児用、クラリ

スドライシロップ小児用、クラリシッド錠 200 mg、

クラリシッド錠 50 mg 小児用、クラリシッドドラ

イシロップ小児用 

(大正製薬株式会社、ダイナボット株式会社) 

平成 10年 9 月 

アモキシシリン、ランソプラ

ゾール、クラリスロマイシン 

アモリンカプセル 125、アモリンカプセルカプセ

ル 250、アモリン細粒、サワシリンカプセル、サ

ワシリン錠 250、パセトシンカプセル、パセトシ

ン錠 250、アモピシリンカプセル 250、アモキシ

シリンカプセル「トーワ」、ワイドシリン細粒 200、

タケプロンカプセル 15、タケプロンカプセル 30、

クラリス錠 200、クラリシッド錠 200 mg 

(武田薬品工業株式会社、ダイナボット株式会社、

協和醗酵工業株式会社、昭和薬品化工株式会社、

大正製薬株式会社、大洋薬品工業株式会社、東和

薬品株式会社、明治製菓株式会社) 

平成 12年 9 月 

オメプラゾール、クラリスロ

マイシン、アモキシシリン 

オメプラール錠、オメプラゾン錠 10 mg、オメプ

ラゾン錠 20 mg、オメプラール錠 10、オメプラー

ル錠 20、クラリス錠 200、クラリシッド錠 200 mg、

パセトシンカプセル、パセトシン錠 250、サワシ

リンカプセル、サワシリン錠 250、アモキシシリ

ンカプセル「トーワ」 

(三菱ウェルファーマ株式会社、アストラゼネカ株

式会社、大正製薬株式会社、ダイナボット株式会

社、協和醗酵工業株式会社、昭和薬品化工株式会

社、東和薬品株式会社) 

平成 14年 4 月 

テリスロマイシン ケテック、ケテック錠 300 mg 

(アベンティス ファーマ株式会社) 

平成 15年 10月 

617 ボリコナゾール ブイフェンド錠 50 mg、ブイフェンド錠 200 mg、

ブイフェンド 200 mg 静注用 

(ファイザー株式会社) 

平成 17年 4 月 

ミカファンギンナトリウム ファンガード、ファンガード点滴用 50 mg、ファ

ンガード点滴用 75 mg 

(藤沢薬品工業株式会社) 

平成 14年 10月 

17 巻  化学療法剤(1) 〔薬効 624,625①〕 

17巻 624 

 

ガチフロキサシン水和物 ガチフロキサシン、ガチフロ錠 100 mg 

(杏林製薬株式会社) 

平成 14年 4 月 

シプロフロキサシン シプロキサン注 200 mg、シプロキサン注 300 mg、

シプロキサン皮内反応用検査液 

(バイエル薬品株式会社) 

平成 12年 9 月 
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メシル酸パズフロキサシン パシル M、パシル点滴静注液 300 mg、パシル点滴

静注液 500 mg、パズクロス注 300、パズクロス

注 500 

(富山化学工業株式会社、三菱ウェルファーマ株式

会社) 

平成 14年 4 月 

プルリフロキサシン プルリフロキサシン JZ、キスノン、プルリフロキ

サシン、キスノン錠 100、スオード錠 100 

(十全化学株式会社、日本新薬株式会社、明治製菓

株式会社) 

平成 14年 10月 

塩酸モキシフロキサシン アベロックス錠 400 mg 

(バイエル薬品株式会社) 

平成 17年 10月 

リネゾリド ザイボックス注射液 600 mg、ザイボックス錠 600 

mg 

(ファルマシア株式会社) 

平成 13年 4 月 

625 硫酸アバカビル ザイアジェン錠 

(グラクソ・ウエルカム株式会社) 

平成 11年 9 月 

エムトリシタビン エムトリバカプセル 200 mg 

(日本たばこ産業株式会社) 

平成 17年 3 月 

ジドブジン/ラミブジン コンビビル錠 

(日本グラクソ株式会社) 

平成 11年 6 月 

塩酸バラシクロビル 塩酸バラシクロビル、バルトレックス錠 500 

(グラクソ・ウエルカム株式会社) 

平成 12年 7 月 

パリビズマブ（遺伝子組換え） シナジス筋注用 50 mg、シナジス筋注用 100 mg 

(ダイナボット株式会社) 

平成 14年 1 月 

ラミブジン/硫酸アバカビル エプジコム錠 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 16年 12月 

インターフェロン アルファ

－２ｂ（遺伝子組換え）、リバ

ビリン、ペグインターフェロ

ン アルファ－２ｂ（遺伝子

組換え） 

イントロン A 注射用 300、イントロン A 注射用 

600、イントロン A 注射用 1,000、レベトールカ

プセル 200 mg、ペグイントロン皮下注用 50 μ

g/0.5 mL 用，ペグイントロン皮下注用 100 μ

g/0.5 mL 用、ペグイントロン皮下注用 150 μ

g/0.5 mL 用 

(シェリング・プラウ株式会社) 

平成 16年 10月 

ロピナビル/リトナビル カレトラ・ソフトカプセル、カレトラ・リキッド 

(ダイナボット株式会社) 

平成 12年 12月 

18 巻  化学療法剤(2) 〔薬効 625②，629〕 

18巻 625 硫酸アタザナビル レイアタッツカプセル 150、レイアタッツカプセ

ル 200 

(ブリストル製薬有限会社) 

平成 15年 12月 

アデホビルピボキシル、ラミ

ブジン 

ヘプセラ錠 10、ゼフィックス錠 100 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 16年 10月 

アンプレナビル プローゼカプセル 

(キッセイ薬品工業株式会社) 

平成 11年 9 月 
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エファビレンツ ストックリンカプセル 200 

(萬有製薬株式会社) 

平成 11年 9 月 

エムトリシタビン/フマル酸

テノホビル ジソプロキシル 

ツルバダ錠 

(日本たばこ産業株式会社) 

平成 17年 3 月 

リン酸オセルタミビル タミフルカプセル 75 

(日本ロシュ株式会社) 

平成 12年 12月 

リン酸オセルタミビル タミフルドライシロップ 3％，タミフルカプセル 

75 

(日本ロシュ株式会社) 

平成 14年 1 月 

リン酸オセルタミビル タミフルカプセル 75 

(中外製薬株式会社) 

平成 16年 7 月 

ザナミビル水和物 リレンザ 

(グラクソ・ウエルカム株式会社) 

平成 11年 12月 

フマル酸テノホビル ジソプ

ロキシル 

ビリアード錠 300 mg 

(日本たばこ産業株式会社) 

平成 16年 3 月 

メシル酸デラビルジン レスクリプター錠 200 mg 

(ワーナー・ランバート株式会社) 

平成 12年 2 月 

メシル酸ネルフィナビル ビラセプト錠 

(日本たばこ産業株式会社) 

平成 10年 3 月 

バルガンシクロビル塩酸塩 バリキサ錠 450 mg 

(田辺製薬株式会社) 

平成 16年 11月 

ホスアンプレナビルカルシウ

ム水和物 

レクシヴァ錠 700 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 16年 12月 

ラミブジン ゼフィックス錠 100 

(グラクソ・ウエルカム株式会社) 

平成 12年 9 月 

リバビリン、インターフェロ

ンアルファ-2b（遺伝子組換

え） 

レベトールカプセル 200 mg、イントロン A 注射

用 300、イントロン A 注射用 600、イントロン A 

注射用 1000 

(シェリング・プラウ株式会社) 

平成 13年 11月 

629 クロトリマゾール エンペシドトローチ 

(バイエル薬品株式会社) 

平成 11年 6 月 

ホスフルコナゾール ホスフルコナゾールファイザー、プロジフ静注液 

100 mg、プロジフ静注液 200 mg、プロジフ静注液 

400 mg 

(ファイザー株式会社) 

平成 15年 10月 

19 巻  生物学的製剤 〔薬効 631,634,636,639〕 

19巻 631 乾燥弱毒生麻しん風しん混合

ワクチン 

ミールビック 

(財団法人 阪大微生物病研究会) 

平成 17年 7 月 

乾燥弱毒生麻しん風しん混合

ワクチン 

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 

(武田薬品工業株式会社) 

平成 17年 10月 

634 エプタコグアルファ（活性型）

（遺伝子組換え） 

注射用ノボセブン 1.2 mg、注射用ノボセブン 2.4 

mg、注射用ノボセブン 4.8 mg 

(ノボノルディスクファーマ株式会社) 

平成 12年 3 月 
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乾燥濃縮人活性化プロテイン 

C 

注射用アナクト C 2,500 単位 

(財団法人 化学及血清療法研究所) 

平成 12年 9 月 

乾燥ポリエチレングリコール

処理人免疫グロブリン 

献血グロベニン－I－ニチヤク 

(日本製薬株式会社) 

平成 11年 6 月 

乾燥スルホ化人免疫グロブリ

ン 

献血ベニロン－I 

(財団法人 化学及血清療法研究所) 

平成 12年 12月 

636 乾燥弱毒生麻しん風しん混合

ワクチン 

ミールビック 

(財団法人 阪大微生物病研究会) 

平成 17年 7 月 

639 生きたカルメット・ゲラン菌

（BCG）・コンノート株 

膀注用イムシスト 

(日本化薬株式会社) 

平成 14年 10月 

インターフェロン－α注射液 

(NAMALWA) 

スミフェロン 300、スミフェロン 600、スミフェ

ロン DS 300、スミフェロン DS 600 

(住友製薬株式会社) 

平成 10年 12月 

注射用乾燥インターフェロン

－α（BALL-1) 

オーアイエフ 250万 IU、オーアイエフ 500万 IU、

オーアイエフ 1000 万 IU，ＩＦＮαモチダ 250、

ＩＦＮαモチダ 500、ＩＦＮαモチダ 1000 

(大塚製薬株式会社、持田製薬株式会社) 

平成 11年 3 月 

インターフェロン－α注射液

（NAMALWA） 

スミフェロン 300 

(住友製薬株式会社) 

平成 11年 3 月 

インターフェロン-α スミフェロン 300、スミフェロン DS 300 

(住友製薬株式会社) 

平成 12年 1 月 

注射用乾燥インターフェロン

-α-2b（組換え型） 

イントロン A 注射用 1,000、イントロン A 注射

用 600、イントロン A 注射用 300 

(シェリング・プラウ株式会社) 

平成 10年 9 月 

リバビリン、インターフェロ

ンアルファ-2b（遺伝子組換

え） 

レベトールカプセル 200 mg、イントロン A 注射

用 300、イントロン A 注射用 600、イントロン A 

注射用 1000 

(シェリング・プラウ株式会社) 

平成 13年 11月 

インターフェロンα-2b（遺伝

子組換え）、リバビリン、ペグ

インターフェロンアルファ－

2ｂ 

イントロン A 注射用 300、イントロン A 注射用 

600、イントロン A 注射用 1,000、レベトールカ

プセル 200 mg、ペグイントロン皮下注用 50 μ

g/0.5 ml 用、ペグイントロン皮下注用 100 μ

g/0.5 mL 用、ペグイントロン皮下注用 150 μ

g/0.5 mL 用 

(シェリング・プラウ株式会社) 

平成 16年 10月 

インターフェロンアルファコ

ン-1（遺伝子組換え） 

アドバフェロン原液、アドバフェロン注射液 

1200、アドバフェロン注射液 1800、インファジェ

ン注射液 1200、インファジェン注射液 1800 

(山之内製薬株式会社、アムジェン株式会社) 

平成 13年 10月 

注射用乾燥インターフェロン

－β 

INF βモチダ 

(持田製薬株式会社) 

平成 11年 3 月 

インターフェロンベータ-1b

（遺伝子組換え） 

ベタフェロン皮下注 

(日本シエーリング株式会社) 

平成 12年 9 月 
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インターフェロン-γ-1a（遺

伝子組換え） 

イムノマックス-γ注 100 

(塩野義製薬株式会社) 

平成 10年 6 月 

インターフェロン ガンマ-n1 オーガンマ 100 

(大塚製薬株式会社) 

平成 12年 9 月 

トシリズマブ(遺伝子組換え) アクテムラ原液、アクテムラ点滴静注用 200 

(中外製薬株式会社) 

平成 17年 4 月 

バシリキシマブ（遺伝子組換

え） 

シムレクト注射用 20 mg 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 14年 1 月 

ペグインターフェロン アル

ファ－2ａ（遺伝子組換え） 

ペガシス皮下注 180 μg、ペガシス皮下注 90 μg 

(中外製薬株式会社) 

平成 15年 10月 

20 巻  寄生動物用薬，診断用薬，公衆衛生用薬，アルカロイド系・非アルカロイド系麻薬他 

〔薬効 641,642,721,722,729,732,799,811,821〕 

20巻 641 塩酸メフロキン メファキン「エスエス」錠 275、メファキン錠 DJ 

275 

(エスエス製薬株式会社、同仁医薬化工株式会社) 

平成 13年 4 月 

642 イベルメクチン ストロメクトール錠 3 mg 

(萬有製薬株式会社) 

平成 14年 10月 

721 イオジキサノール ビジパーク、ビジパーク 200、ビジパーク 270、

ビジパーク 320 

(第一製薬株式会社) 

平成 12年 7 月 

イオヘキソール オムニパーク 300、オムニパーク 300 シリンジ 

(第一製薬株式会社) 

平成 13年 4 月 

722 イヌリン イヌリード注 

(関東化学株式会社、株式会社富士薬品) 

平成 17年 10月 

塩酸プラルモレリン 塩酸プラルモレリン、注射用 GHRP 科研 100 

(科研製薬株式会社) 

平成 16年 10月 

729 インドシアニングリーン オフサグリーン静注用 25 mg 

(参天製薬株式会社) 

平成 14年 4 月 

ガドテル酸メグルミン マグネスコープ、マグネスコープシリンジ 

(栄研化学株式会社) 

平成 12年 9 月 

ガラクトース/パルミチン酸

混合物 

レボビスト、エコスコープ 

(日本シエーリング株式会社、田辺製薬株式会社) 

平成 11年 6 月 

硫酸セフォセリス ウィンセフ、ウィンセフ点滴用 0.5 g、ウィンセ

フ点滴用 1 g、ウィンセフ皮膚反応用 

(藤沢薬品工業株式会社) 

平成 10年 6 月 

注射用タゾバクタムナトリウ

ム/ピペラシリンナトリウム 

タゾバクタム「大塚化学」、ピペラシリン水和物ト

ヤマ、タゾシン静注用 1.25 g、タゾシン静注用 2.5 

g、ペンモード静注用 1.25 g、ペンモード静注用 

2.5 ｇ、タゾシン皮膚反応用、ペンモード皮膚反

応用 

(大塚化学株式会社、富山化学工業株式会社、大鵬

薬品工業株式会社) 

平成 13年 4 月 

テイコプラニン 注射用タゴシッド、タゴシッド皮膚反応用 

(ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社) 

平成 10年 4 月 
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ドリペネム水和物 フィニバックス点滴用 0.25 g、フィニバックス皮

内反応検査薬 

(塩野義製薬株式会社) 

平成 17年 7 月 

尿素（13C） ユービット末、ユービット 

(大塚製薬株式会社) 

平成 11年 6 月 

ビアペネム オメガシン点滴用 0.3 g、オメガシン点滴用 0.3 g 

バッグ、オメガシン皮内反応用セット、ビアペネ

ム「カネカ」 

(日本ワイスレダリー株式会社、菱山製薬株式会

社、鐘淵化学工業株式会社) 

平成 13年 10月 

フェルカルボトラン リゾビスト注 

(日本シエーリング株式会社) 

平成 14年 10月 

732 低濃度過酢酸平衡混合物 過酢酸原体、アセサイド 6％消毒液 

(サラヤ株式会社) 

平成 13年 10月 

フタラール オルトフタルアルデヒド、ディスオーパ消毒液 

0.55％ 

(ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社) 

平成 13年 10月 

799 アデノシン アデノスキャン注 60 mg、アデノスキャン注 90 mg 

(第一サントリーファーマ株式会社) 

平成 17年 4 月 

塩化ナトリウム他 ミオテクター 

(日清製油株式会社、小林製薬工業株式会社) 

平成 11年 9 月 

ニコチン ニコチネル TTS 10、ニコチネル TTS 20、ニコチ

ネル TTS 30 

(日本チバガイギー株式会社) 

平成 10年 12月 

フィブリン接着剤 タココンブ 

(鳥居薬品株式会社) 

平成 10年 12月 

811 塩酸オキシコドン オキシコンチン錠 5 mg、オキシコンチン錠 10 mg、

オキシコンチン錠 20 mg、オキシコンチン錠 40 mg 

(塩野義製薬株式会社) 

平成 15年 4 月 

821 フェンタニル デュロテップパッチ 2.5 mg、デュロテップパッチ 

5 mg、デュロテップパッチ 7.5 mg、デュロテップ

パッチ 10 mg、デュロテップパッチ 2.5 mg 協和、

デュロテップパッチ 5 mg 協和、デュロテップパ

ッチ 7.5 mg 協和、デュロテップパッチ 10 mg 協

和 

(ヤンセン協和株式会社、協和醗酵工業株式会社) 

平成 13年 10月 

 


