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
36 巻

一般名
A 型ボツリヌス毒素

販売名(申請者名）
ボトックスビスタ注用 50 単位

承認年月
平成 21 年 1 月

(グラクソ・スミスクライン株式会社)
アジスロマイシン水和物

ジスロマック SR 成人用ドライシロップ 2 g
(ファイザー株式会社)

オマリズマブ（遺伝子組換え）

ゾレア皮下注用
(ノバルティス ファーマ株式会社)

カンデサルタン シレキセチル/ヒ

エカード配合錠 LD、エカード配合錠 HD

ドロクロロチアジド

(武田薬品工業株式会社)

サルメテロールキシナホ酸塩/フ

アドエア 100 ディスカス、アドエア 50 エアー

ルチカゾンプロピオン酸エステル

120 吸入用
(グラクソ・スミスクライン株式会社)

サルメテロールキシナホ酸塩/フ

アドエア 250 ディスカス

ルチカゾンプロピオン酸エステル

(グラクソ・スミスクライン株式会社)

ゾニサミド

トレリーフ錠 25 mg
(大日本住友製薬株式会社)

ダサチニブ水和物

スプリセル錠 20 mg、スプリセル錠 50 mg
(ブリストル・マイヤーズ株式会社)

ナルフラフィン塩酸塩

レミッチカプセル 2.5μg
(東レ株式会社)

ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル 200 mg
(ノバルティス ファーマ株式会社)

37 巻

バルサルタン/ヒドロクロロチア

コディオ配合錠 MD、コディオ配合錠 EX

ジド

(ノバルティス ファーマ株式会社)

ミノドロン酸水和物

リカルボン錠 1 mg、ボノテオ錠 1 mg

平成 21 年 1 月

(小野薬品工業株式会社、アステラス製薬株式会
社)
ラニビズマブ（遺伝子組換え）

ルセンティス硝子体内注射液 2.3 mg/0.23 mL
(ノバルティス ファーマ株式会社)

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

ジェービック V

平成 21 年 2 月

(財団法人 阪大微生物病研究会)
アトモキセチン塩酸塩

ストラテラカプセル 5 mg、ストラテラカプセル 10
mg、ストラテラカプセル 25 mg
(日本イーライリリー株式会社)

インスリン グルリジン（遺伝子組

アピドラ注カート、アピドラ注オプチクリック、

換え）

アピドラ注ソロスター、アピドラ注 100 単位/mL
(サノフィ・アベンティス株式会社)

クロザピン

クロザリル錠 25 mg、クロザリル錠 100 mg
(ノバルティス ファーマ株式会社)

セチリジン塩酸塩

ジルテックドライシロップ 1.25％、ジルテック錠
5
(ユーシービージャパン株式会社)

平成 21 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
ソマトロピン（遺伝子組換え）

販売名(申請者名）

承認年月

ノルディトロピン S 注 5 mg、ノルディトロピン S
注 10 mg、ノルディトロピン ノルディフレックス
注 5 mg、ノルディトロピン ノルディフレックス
注 10 mg、ノルディトロピン ノルディフレックス
注 15 mg
(ノボ ノルディスク ファーマ株式会社)

テビペネム ピボキシル

オラペネム小児用細粒 10％
(明治製菓株式会社)

テルミサルタン/ヒドロクロロチ

ミコンビ配合錠 AP、ミコンビ配合錠 BP

アジド

(日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社)

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)

38 巻

フルチカゾンフランカルボン酸エ

アラミスト点鼻液 27.5μg 56 噴霧用

ステル

(グラクソ・スミスクライン株式会社)

医療用配合剤のため該当しない、

ニフレック内用、ガスモチン錠 2.5 mg、ガスモチ

モサプリドクエン酸塩水和物

ン錠 5 mg、ガスモチン散

平成 21 年 4 月

(味の素株式会社、大日本住友製薬株式会社)
ラパチニブトシル酸塩水和物

タイケルブ錠 250 mg
(グラクソ・スミスクライン株式会社)

リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用 25 mg、リスパダー
ル コンスタ筋注用 37.5 mg、リスパダール コン
スタ筋注用 50 mg
(ヤンセン ファーマ株式会社)

レボフロキサシン水和物

クラビット錠 250 mg、クラビット錠 500 mg、ク
ラビット細粒 10％
(第一三共株式会社)

アムロジピンベシル酸塩/アトル

カデュエット配合錠 1 番、カデュエット配合錠 2

バスタチンカルシウム水和物

番、カデュエット配合錠 3 番、カデュエット配合

平成 21 年 7 月

錠 4 番
(ファイザー株式会社)
アリスキレンフマル酸塩

ラジレス錠 150 mg
(ノバルティス ファーマ株式会社)

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
(田辺三菱製薬株式会社)

エタネルセプト（遺伝子組換え）

エンブレル皮下注用 25 mg
(ワイス株式会社)

ソマトロピン（遺伝子組換え）

グロウジェクト注射用 1.33 mg、グロウジェクト注
射用 8 mg、グロウジェクト BC 注射用 8 mg
(日本ケミカルリサーチ株式会社)

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、プログラフカプセル 5 mg
(アステラス製薬株式会社)

39 巻

デュタステリド

アボルブカプセル 0.5 mg
(グラクソ・スミスクライン株式会社)

ビマトプロスト

ルミガン点眼液 0.03％
(千寿製薬株式会社)

平成 21 年 7 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

販売名(申請者名）

ホリトロピンアルファ（遺伝子組

ゴナールエフ皮下注用 75、ゴナールエフ皮下注ペ

換え）

ン 300、ゴナールエフ皮下注ペン 450、ゴナール

承認年月

エフ皮下注ペン 900
(メルクセローノ株式会社)
ミルタザピン

レメロン錠 15 mg、リフレックス錠 15 mg
(シェリング・プラウ株式会社、明治製菓株式会社）

モメタゾンフランカルボン酸エス

アズマネックスツイストヘラー 100μg 60 吸入、

テル

アズマネックスツイストヘラー 200μg 60 吸入
(シェリング・プラウ株式会社)

アプレピタント

イメンドカプセル 80 mg、イメンドカプセル 125

平成 21 年 10 月

mg、イメンドカプセルセット
(小野薬品工業株式会社)
インターフェロン ベータ/リバビ

フエロン注射用 600 万、レベトールカプセル 200

リン

mg
(東レ株式会社、シェリング・プラウ株式会社)

シタグリプチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠 25 mg、グラクティブ錠 50 mg、
グラクティブ錠 100 mg、ジャヌビア錠 25 mg、ジ
ャヌビア錠 50 mg、ジャヌビア錠 100 mg
(小野薬品工業株式会社、萬有製薬株式会社)

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、プログラフ顆粒 0.2 mg、プログラフ顆粒 1
mg
(アステラス製薬株式会社)

タダラフィル

アドシルカ錠 20 mg
(日本イーライリリー株式会社)

40 巻

デキサメタゾンシペシル酸エステ

エリザスカプセル外用 400μg

ル

(日本新薬株式会社)

トスフロキサシントシル酸塩水和

オゼックス細粒小児用 15％

物

(富山化学工業株式会社)

ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用 250、ベネフィクス静注用
500、ベネフィクス静注用 1000、ベネフィクス静
注用 2000
(ワイス株式会社)

沈降 7 価肺炎球菌結合型ワクチン

プレベナー水性懸濁皮下注

（無毒性変異ジフテリア毒素結合

(ワイス株式会社)

体）
パロキセチン塩酸塩水和物

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)

バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏 1％
(東亜薬品株式会社)

組換え沈降 2 価ヒトパピローマウ

サーバリックス

イルス様粒子ワクチン（イラクサ

(グラクソ・スミスクライン株式会社)

ギンウワバ細胞由来）
ブデソニド/ホルモテロールフマ

シムビコートタービュヘイラー 30 吸入、シムビ

ル酸塩水和物

コートタービュヘイラー 60 吸入
(アストラゼネカ株式会社)

平成 21 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

一般名
ボグリボース

販売名(申請者名）
ベイスン錠 0.2、ベイスン OD 錠 0.2
(武田薬品工業株式会社)

ミリプラチン水和物

ミリプラ動注用 70 mg
(大日本住友製薬株式会社)

メサラジン

アサコール錠 400 mg
(ゼリア新薬工業株式会社)

ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

ラスリテック点滴静注用 1.5 mg、ラスリテック点
滴静注用 7.5 mg
(サノフィ・アベンティス株式会社)

承認年月

