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
26 巻

一般名
塩酸アミオダロン

販売名(申請者名）
アンカロン注 150

承認年月
平成 19 年 1 月

(サノフィ・アベンティス株式会社)
ラベプラゾールナトリウム、

パリエット錠 10 mg、パセトシンカプセル、パセトシ

アモキシシリン、クラリスロ

ン細粒、パセトシン錠 250、アモペニキシンカプセル

マイシン

250、クラリス錠 200、クラリシッド錠 200 mg、サワ
シリンカプセル、サワシリン細粒、サワシリン錠 250
(エーザイ株式会社、協和醱酵工業株式会社、ニプロフ
ァーマ株式会社、大正製薬株式会社、アボット ジャパ
ン株式会社、アステラス製薬株式会社)

インフリキシマブ（遺伝子組

レミケード点滴静注用 100

換え）

(田辺製薬株式会社)

エベロリムス

サーティカン錠 0.25 mg、サーティカン 0.5 mg、サー
ティカン 0.75 mg
(ノバルティス ファーマ株式会社)

エンタカポン

コムタン錠 100 mg
(ノバルティス ファーマ株式会社)

乾燥ヘモフィルス b 型ワクチ

アクトヒブ

ン（破傷風トキソイド結合体）

(サノフィパスツール第一ワクチン株式会社)

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)

ペメトレキセドナトリウム水

アリムタ注射用 500 mg、ランダ注、ブリプラチン注、

和物、シスプラチン

プラトシン注 10、プラトシン注 25、プラトシン注 50、
シスプラチン注「マルコ」、シスプラメルク注射液
0.05％、シスプラチン注 10 mg「日医工」、シスプラチ
ン注 25 mg「日医工」
、シスプラチン注 50 mg「日医工」
(日本イーライリリー株式会社、日本化薬株式会社、ブ
リストル製薬有限会社、ファイザー株式会社、マルコ
製薬株式会社、メルク製薬株式会社、日医工株式会社)

セレコキシブ

セレコキシブ、セレコックス錠 100 mg、セレコックス
錠 200 mg
(ファイザー株式会社、アステラス製薬株式会社)

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)

ドキソルビシン塩酸塩

ドキシル注 20 mg
(ヤンセン ファーマ株式会社)

27 巻

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)

フォリトロピンベータ（遺伝

フォリスチム注 50、フォリスチム注 75

子組換え）

(日本オルガノン株式会社)

リン酸フルダラビン

フルダラ錠 10 mg
(日本シエーリング株式会社)

リバビリン、ペグインターフ

コペガス錠 200 mg、ペガシス皮下注 90μg、ペガシス

ェロン アルファ-2a（遺伝子

皮下注 180μg

組換え）

(中外製薬株式会社)

平成 19 年 1 月
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巻

一般名

販売名(申請者名）

ペグビソマント（遺伝子組換

ソマバート皮下注用 10 mg、ソマバート皮下注用 15

え）

mg、ソマバート皮下注用 20 mg

承認年月

(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 50 mg、ファンガード点滴用 75
mg、ファンガード点滴用 25 mg
(アステラス製薬株式会社)

モダフィニル

モディオダール、モディオダール錠 100 mg
(アルフレッサ ファーマ株式会社)

レボノルゲストレル

ミレーナ 52 mg
(日本シエーリング株式会社)

アルグルコシダーゼ アルフ

マイオザイム点滴静注用 50 mg

ァ（遺伝子組換え）

(ジェンザイム・ジャパン株式会社)

イミダフェナシン

イミダフェナシン、ウリトス錠 0.1 mg、ステーブラ錠

平成 19 年 4 月

0.1 mg
(杏林製薬株式会社、小野薬品工業株式会社)
エゼチミブ

ゼチーア錠 10 mg
(シェリング・プラウ株式会社)

カルテオロール塩酸塩

ミケラン LA 点眼液 1％、ミケラン LA 点眼液 2％
(大塚製薬株式会社)

キシナホ酸サルメテロール/

アドエア 100 ディスカス、アドエア 250 ディスカス、

プロピオン酸フルチカゾン

アドエア 500 ディスカス
(グラクソ・スミスクライン株式会社)

28 巻

シクレソニド

オルベスコ 50μg インヘラー 112 吸入用、オルベス
コ 100μg インヘラー 112 吸入用、オルベスコ 200μ
g インヘラー 112 吸入用、オルベスコ 200μg インヘ
ラー 56 吸入用
(帝人ファーマ株式会社)

ダルベポエチン アルファ（遺

ネスプ静注用 10μg シリンジ、ネスプ静注用 15μg

伝子組換え）

シリンジ、ネスプ静注用 20μg シリンジ、ネスプ静注
用 30μg シリンジ、ネスプ静注用 40μg シリンジ、
ネスプ静注用 60μg シリンジ、ネスプ静注用 120μg
シリンジ
(麒麟麦酒株式会社)

塩酸バラシクロビル

バルトレックス顆粒 50％
(グラクソ・スミスクライン株式会社)

フォンダパリヌクスナトリウ

アリクストラ皮下注 2.5 mg、アリクストラ 1.5 mg

ム

(グラクソ・スミスクライン株式会社)

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

アバスチン点滴静注用 400 mg/16 mL、アバスチン点滴
静注用 100 mg/4 mL
(中外製薬株式会社)

リン酸二水素ナトリウム一水

ビジクリア錠

和物/無水リン酸水素二ナト

(ゼリア新薬工業株式会社)

リウム
リセドロン酸ナトリウム水和

アクトネル錠 17.5 mg、ベネット錠 17.5 mg

物

(味の素株式会社、武田薬品工業株式会社)

平成 19 年 4 月
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巻

一般名

販売名(申請者名）

イミキモド

ベセルナクリーム 5％

承認年月
平成 19 年 7 月

(持田製薬株式会社)
エストラジオール

ディビゲル 1 mg
(株式会社ポーラファルマ)

エプレレノン

セララ錠 25 mg、セララ錠 50 mg、セララ錠 100 mg
(ファイザー株式会社)
89

塩化ストロンチウム（ Sr）

メタストロン注
(GE ヘルスケアリミテッド)

29 巻

メシル酸ガレノキサシン水和

ジェニナック錠 200 mg

物

(富山化学工業株式会社)

タダラフィル

シアリス錠 5 mg、シアリス錠 10 mg、シアリス錠 20 mg

平成 19 年 7 月

(日本イーライリリー株式会社)
トピラマート

トピナ、トピナ錠 50 mg、トピナ錠 100 mg
(協和醗酵工業株式会社)

トラボプロスト

トラバタンズ点眼液 0.004％
(日本アルコン株式会社)

モンテルカストナトリウム

シングレア細粒 4 mg、キプレス細粒 4 mg
(萬有製薬株式会社、杏林製薬株式会社)

ロクロニウム臭化物

エスラックス静注 1％
(日本オルガノン株式会社)

イデュルスルファーゼ（遺伝

エラプレース点滴静注液 6 mg

子組換え）

(ジェンザイム・ジャパン株式会社)

インスリン デテミル（遺伝子

レベミル注 300、レベミル注 300 フレックスペン

組換え）

(ノボ ノルディスク ファーマ株式会社)

エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠 25 mg、タルセバ錠 100 mg、タルセバ錠 150

平成 19 年 10 月

mg
(中外製薬株式会社)
医療用配合剤のためなし

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
(株式会社大塚製薬工場)

ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ
(バイエル薬品株式会社)

30 巻

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・アベンティス株式会社)

ジエノゲスト

ディナゲスト錠 1 mg
(持田製薬株式会社)

シナカルセト塩酸塩

レグパラ錠 25 mg、レグパラ錠 75 mg
(キリンファーマ株式会社)

沈降新型インフルエンザワク

沈降新型インフルエンザワクチン H5N1「北研」

チン（H5N1）

(社団法人 北里研究所)

沈降新型インフルエンザワク

沈降新型インフルエンザワクチン H5N1「ビケン」

チン（H5N1）

(財団法人 阪大微生物病研究会)

ニコランジル

シグマート注 2 mg、シグマート注 12 mg、シグマート
注 48 mg
(中外製薬株式会社)

平成 19 年 10 月
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巻

一般名
ネララビン

販売名(申請者名）

承認年月

アラノンジー静注用 250 mg
(グラクソ・スミスクライン株式会社)

人血清アルブミン（遺伝子組

rHSA 原液、メドウェイ注 25％、メドウェイ注 5％、

換え）

rHSA 原液-バイファ、ステム注 25％、ステム注 5％
(三菱ウェルファーマ株式会社、株式会社バイファ)

ピロカルピン塩酸塩

サラジェン錠 5 mg
(キッセイ薬品工業株式会社)

ベラプロストナトリウム

ケアロード LA 錠 60μg、ベラサス LA 錠 60μg
(東レ株式会社、科研製薬株式会社)

塩酸メチルフェニデート

コンサータ錠 18 mg、コンサータ錠 27 mg
(ヤンセン ファーマ株式会社)

ロラタジン

クラリチン錠 10 mg、クラリチンレディタブ錠 10 mg、
クラリチンドライシロップ 1％
(シェリング・プラウ株式会社)

ダルナビル エタノール付加

プリジスタ錠 300 mg

物

(ヤンセン ファーマ株式会社)

平成 19 年 11 月

