
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 販売名(申請者名） 承認年月 

21巻 

 

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 

 

硫酸クロピドグレル 硫酸クロピドグレル、プラビックス錠 25 mg、プラビ

ックス錠 75 mg 

(サノフィ・サンテラボ第一製薬株式会社、第一製薬株

式会社) 

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) 

日局胎盤性性腺刺激ホルモン プロファシー注 5000 

(セローノ・ジャパン株式会社) 

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) 

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) 

ホリトロピンアルファ(遺伝

子組換え) 

ゴナールエフ皮下注用 75、ゴナールエフ皮下注用 150 

(セローノ・ジャパン株式会社) 

硫酸マグネシウム/ブドウ糖 マグセント注 100 mL 

(東亜薬品工業株式会社) 

レトロゾール フェマーラ、フェマーラ錠 2.5 mg 

(日本チバガイギー株式会社) 

ロキソプロフェンナトリウム ロキソニンパップ 100 mg 

(リードケミカル株式会社) 

ザナミビル水和物 リレンザ 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

平成 18年 2 月 

22巻 

 

アムホテリシン B アムビゾーム点滴静注用 50 mg 

(大日本住友製薬株式会社) 

平成 18年 4 月 

 

インターフェロン ベータ フエロン 

(東レ株式会社) 

エポエチン ベータ(遺伝子組

換え) 

エポジン注アンプル 750、エポジン注アンプル 1500、

エポジン注アンプル 3000、エポジン注シリンジ 750、

エポジン注シリンジ 1500、エポジン注シリンジ 3000 

(中外製薬株式会社) 

塩化マンガン四水和物 ボースデル内用液 10、マグベリー内用液 10 

(明治乳業株式会社、協和発酵工業株式会社) 

酢酸セトロレリクス 酢酸セトロレリクス注射用 3 mg「シオノギ」、酢酸セ

トロレリクス注射用 0.25 mg「シオノギ」、セトロタイ

ド注射用 3 mg、セトロタイド注射用 0.25 mg 

(塩野義製薬株式会社、日本化薬株式会社) 

塩酸セルトラリン 塩酸セルトラリンファイザー、ジェイゾロフト錠 25 

mg、ジェイゾロフト錠 50 mg 

(ファイザー株式会社) 

ソマトロピン（遺伝子組換え） ヒューマトロープ C 6 mg、ヒューマトロープ C 12 mg 

(日本イーライリリー株式会社) 
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コハク酸ソリフェナシン ベシケア末、ベシケア錠 2.5 mg、ベシケア錠 5 mg 

(アステラス製薬株式会社) 

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) 

酒石酸トルテロジン デトルシトールカプセル 2 mg、デトルシトールカプセ

ル 4 mg 

(ファイザー株式会社) 

ミカファンギンナトリウム ファンガード点滴用 25 mg、ファンガード点滴用 50 

mg、ファンガード点滴用 75 mg 

(アステラス製薬株式会社) 

リネゾリド ザイボックス錠 600 mg、ザイボックス注射液 600 mg 

(ファイザー株式会社) 

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) 

23巻 

 

アレンドロン酸ナトリウム水

和物 

フォサマック錠 35 mg、ボナロン錠 35 mg 

(萬有製薬株式会社、帝人ファーマ株式会社) 

平成 18年 7 月 

 

イトラコナゾール イトリゾール内用液 1％ 

(ヤンセン ファーマ株式会社) 

インターフェロン ベータ-1a

（遺伝子組換え） 

アボネックス筋注用シリンジ 30μg 

(ジェンザイム・ジャパン株式会社) 

エンテカビル水和物 バラクルード錠 0.5 mg 

(ブリストル製薬有限会社) 

塩酸オロパタジン パタノール点眼液 0.1％ 

(日本アルコン株式会社) 

ガバペンチン ガバペンチンファイザー、ガバペン錠 200 mg、ガバペ

ン錠 300 mg、ガバペン錠 400 mg 

(ファイザー株式会社) 

ソマトロピン（遺伝子組換え） ジェノトロピン 5.3 mg、ジェノトロピンミニクイック

皮下注用 0.4 mg、ジェノトロピンミニクイック皮下注

用 0.6 mg、ジェノトロピンミニクイック皮下注用 0.8 

mg、ジェノトロピンミニクイック皮下注用 1.0 mg、ジ

ェノトロピンミニクイック皮下注用 1.2 mg、ジェノト

ロピンミニクイック皮下注用 1.4 mg、ジェノトロピン

ミニクイック皮下注用 1.6 mg、ジェノトロピンミニク

イック皮下注用 1.8 mg、ジェノトロピンミニクイック

皮下注用 2.0 mg、ジェノトロピン注射用 12 mg 

(ファイザー株式会社) 

テモゾロミド テモダールカプセル 20 mg、テモダールカプセル 100 

mg 

(シェリング・プラウ株式会社) 

ブスルファン ブスルフェクス点滴静注用 60 mg 

(麒麟麦酒株式会社) 

24巻 

 

ブデソニド パルミコート吸入液 0.25 mg、パルミコート吸入液 0.5 

mg 

(アストラゼネカ株式会社) 

平成 18年 7 月 
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ポリドカノール ポリドカスクレロール 0.5％注 2 mL、ポリドカスクレ

ロール 1％注 2 mL、ポリドカスクレロール 3％注 2 mL 

(堺化学工業株式会社) 

塩酸モキシフロキサシン ベガモックス点眼液 0.5％ 

(日本アルコン株式会社) 

塩酸モザバプタン 塩酸モザバプタン、フィズリン錠 30 mg 

(大塚製薬株式会社) 

アガルシダーゼ アルファ（遺

伝子組替え） 

リプレガル点滴静注用 3.5 mg 

(大日本住友製薬株式会社) 

平成 18年 10月 

 

イトラコナゾール イトリゾール注 1％、イトリゾールカプセル 50 

(ヤンセン ファーマ株式会社) 

エストラジオール ル・エストロジェル 0.06％ 

(株式会社資生堂) 

オキシコドン塩酸塩水和物 オキノーム散 0.5％ 

(塩野義製薬株式会社) 

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) 

肺炎球菌ワクチン ニューモバックス NP 

(萬有製薬株式会社) 

ロサルタンカリウム/ヒドロ

クロロチアジド 

プレミネント錠 

(萬有製薬株式会社) 

塩酸フェキソフェナジン アレグラ錠 30 mg、アレグラ 60 mg 

(サノフィ・アベンティス株式会社) 

25巻 

 

ブスルファン ブスルフェクス点滴静注用 60 mg 

(麒麟麦酒株式会社) 

平成 18年 10月 

 

ペルフルブタン ソナゾイド注射用 

(第一製薬株式会社) 

ボルテゾミブ ベルケイド注射用 3 mg 

(ヤンセン ファーマ株式会社) 

ラロニダーゼ（遺伝子組替え） アウドラザイム点滴静注液 2.9 mg 

(ジェンザイム・ジャパン株式会社) 

塩酸ランジオロール 注射用オノアクト 50 

(小野薬品工業株式会社) 

ランソプラゾール タケプロン静注用 30 mg 

(武田薬品工業株式会社) 

ルリオクトコグ アルファ（遺

伝子組替え） 

アドベイト注射用 250、アドベイト 500、アドベイト 

1000 

(バクスター株式会社) 

レミフェンタニル塩酸塩 アルチバ静注用 2 mg、アルチバ静注用 5 mg 

(ヤンセン ファーマ株式会社) 

塩酸ロピニロール 塩酸ロピニロール、レキップ錠 0.25 mg、レキップ錠 1 

mg、レキップ錠 2 mg 

(グラクソ・スミスクライン株式会社) 

 


