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
(一財) 日本医薬情報センター
巻
88 巻

一般名
アフリベルセプト

ベータ（遺伝

子組換え）

販売名(申請者名)

承認年月

ザルトラップ点滴静注 100 mg、ザルトラップ点滴

平成 29 年 3 月

静注 200 mg
(サノフィ株式会社)

イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル 2.3 mg、ニンラーロカプセル
3 mg、ニンラーロカプセル 4 mg
(武田薬品工業株式会社)

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

ステラーラ点滴静注 130 mg、ステラーラ皮下注 45
mg シリンジ
(ヤンセンファーマ株式会社)

オマリズマブ（遺伝子組換え）

ゾレア皮下注用 75 mg、ゾレア皮下注用 150 mg
(ノバルティスファーマ株式会社)

乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

ケイセントラ静注用 500、ケイセントラ静注用
1000
(CSL ベーリング株式会社)

グアンファシン塩酸塩

インチュニブ錠 1 mg、インチュニブ錠 3 mg
(塩野義製薬株式会社)

クロベタゾールプロピオン酸エス

コムクロシャンプー 0.05％

テル

(マルホ株式会社)

ゴリムマブ（遺伝子組換え）

シンポニー皮下注 50 mg シリンジ、シンポニー皮
下注 100 mg シリンジ
(ヤンセンファーマ株式会社)

酢酸亜鉛水和物

ノベルジンカプセル 25 mg、ノベルジンカプセル
50 mg、ノベルジン錠 25 mg、ノベルジン錠 50 mg
(ノーベルファーマ株式会社)

ソホスブビル

ソバルディ錠 400 mg
(ギリアド・サイエンシズ株式会社)

トリアムシノロンアセトニド

マキュエイド硝子体内注用 40 mg
(わかもと製薬株式会社)

ナルデメジントシル酸塩

スインプロイク錠 0.2 mg
(塩野義製薬株式会社)

89 巻

ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠 1 mg、ナルラピド錠 2 mg、ナルラ

平成 29 年 3 月

ピド錠 4 mg、ナルサス錠 2 mg、ナルサス錠 6 mg、
ナルサス錠 12 mg、ナルサス錠 24 mg
(第一三共プロファーマ株式会社)
フォロデシン塩酸塩

ムンデシンカプセル 100 mg
(ムンディファーマ株式会社)

レナリドミド水和物

レブラミドカプセル 2.5 mg、レブラミドカプセル
5 mg
(セルジーン株式会社)

クリゾチニブ

ザーコリカプセル 200 mg、ザーコリカプセル 250

平成 29 年 5 月

mg
(ファイザー株式会社)
アメナメビル

アメナリーフ錠 200 mg
(マルホ株式会社)

テネリグリプチン臭化水素酸塩水

カナリア配合錠

和物／カナグリフロジン水和物

(田辺三菱製薬株式会社)

平成 29 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
(一財) 日本医薬情報センター
巻

一般名
クエチアピンフマル酸塩

販売名(申請者名)

承認年月

ビプレッソ徐放錠 50 mg、ビプレッソ徐放錠 150
mg
(アステラス製薬株式会社)

デノスマブ（遺伝子組換え）

プラリア皮下注 60 mg シリンジ
(第一三共株式会社)

ヌシネルセンナトリウム

スピンラザ髄注 12 mg
(バイオジェン・ジャパン株式会社)

バリシチニブ

オルミエント錠 2 mg、オルミエント錠 4 mg
(日本イーライリリー株式会社)

プララトレキサート

ジフォルタ注射液 20 mg
(ムンディファーマ株式会社)

90 巻

フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠 25、ルボックス錠 50、ルボックス
錠 75、デプロメール錠 25、デプロメール錠 50、
デプロメール錠 75
(アッヴィ合同会社、Meiji Seika ファルマ株式会
社)

ペマフィブラート

パルモディア錠 0.1 mg
(興和株式会社)

ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注 120 mg
(帝人ファーマ株式会社)

ロミデプシン

イストダックス点滴静注用 10 mg
(セルジーン株式会社)

エルトロンボパグ オラミン

レボレード錠 12.5 mg、レボレード錠 25 mg

平成 29 年 8 月

(ノバルティスファーマ株式会社)
乾燥濃縮人アンチトロンビン III

献血ノンスロン 500 注射用、献血ノンスロン
1500 注射用
(日本製薬株式会社)

トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注 162 mg シリンジ 、アクテムラ
皮下注 162 mg オートインジェクター
(中外製薬株式会社)

リュープロレリン酢酸塩

リュープリン SR 注射用キット 11.25 mg
(武田薬品工業株式会社)

エゼチミブ／アトルバスタチンカ

アトーゼット配合錠 LD、アトーゼット配合錠 HD

ルシウム水和物

(MSD 株式会社)

アベルマブ（遺伝子組換え）

バベンチオ点滴静注 200 mg
(メルクセローノ株式会社)

アミノレブリン酸塩酸塩

アラグリオ顆粒剤分包 1.5 g
(SBI ファーマ株式会社)

グレカプレビル水和物／ピブレン

マヴィレット配合錠

タスビル

(アッヴィ合同会社)

サリルマブ（遺伝子組換え）

ケブザラ皮下注 150 mg シリンジ、ケブザラ皮下
注 200 mg シリンジ、ケブザラ皮下注 150 mg オ
ートインジェクター、ケブザラ皮下注 200 mg オ
ートインジェクター
(サノフィ株式会社)

平成 29 年 9 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
(一財) 日本医薬情報センター
巻
91 巻

一般名
シルデナフィルクエン酸塩

販売名(申請者名)

承認年月

レバチオ錠 20 mg、レバチオ懸濁用ドライシロッ

平成 29 年 9 月

プ 900 mg、レバチオ OD フィルム 20 mg
(ファイザー株式会社)
スギ花粉エキス

シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000 JAU、シダキュ
アスギ花粉舌下錠 5,000 JAU
(鳥居薬品株式会社)

ダラツムマブ（遺伝子組換え）

ダラザレックス点滴静注 100 mg、ダラザレックス
点滴静注 400 mg
(ヤンセンファーマ株式会社)

パルボシクリブ

イブランスカプセル 25 mg、イブランスカプセル
125 mg
(ファイザー株式会社)

ブデソニド

レクタブル 2 mg 注腸フォーム 14 回
(EA ファーマ株式会社)
18

フルテメタモル（ F）

ビザミル静注
(日本メジフィジックス株式会社)

ベズロトクスマブ（遺伝子組換え）

ジーンプラバ点滴静注 625 mg
(MSD 株式会社)

ベリムマブ（遺伝子組換え）

ベンリスタ点滴静注用 120 mg、ベンリスタ点滴静
注用 400 mg、ベンリスタ皮下注 200 mg オートイ
ンジェクター、ベンリスタ皮下注 200 mg シリン
ジ
(グラクソ・スミスクライン株式会社)

ルパタジンフマル酸塩

ルパフィン錠 10 mg
(帝國製薬株式会社)

ロノクトコグ

アルファ（遺伝子

組換え）

エイフスチラ静注用 250、エイフスチラ静注用
500、エイフスチラ静注用 1000、エイフスチラ静
注用 1500、エイフスチラ静注用 2000、エイフス
チラ静注用 2500、エイフスチラ静注用 3000
(CSL ベーリング株式会社)

ソマトロピン（遺伝子組換え）

ノルディトロピン フレックスプロ注 5 mg、ノル

平成 29 年 11 月

ディトロピン フレックスプロ注 10 mg、ノルディ
トロピン フレックスプロ注 15 mg、ノルディトロ
ピン S 注 10 mg
(ノボ ノルディスク ファーマ株式会社)
エクリズマブ（遺伝子組換え）

ソリリス点滴静注 300 mg
(アレクシオンファーマ合同会社)

ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル 50 mg、タシグナカプセル 150
mg、タシグナカプセル 200 mg
(ノバルティスファーマ株式会社)

平成 29 年 12 月

