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平成29年度（その４）について

今般、別表の116品目について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律第14条の４第３項の規定による再審査が終了し、結果は
別表のとおりであるので、御了知のうえ、関係各方面に対し周知されるようお取
り計らい願いたい。
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別 表
１．再審査が終了した新医薬品等の取扱いについて（昭和61年1月29日薬発第82号薬務局長通知）の別記1の3に該当する医薬品
（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第2項第3号イからハまでのいずれにも該当しない。）
番号

販売名

申請者名

一般名又は有効成分名

承認年月日

1

ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg

MSD㈱

ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ

平成18年7月26日

2

ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg

MSD㈱

ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ

平成18年7月26日

3

ﾃﾓﾀﾞｰﾙ点滴静注用100mg

MSD㈱

ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ

平成22年1月20日

4

ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液100 mg

ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ㈱

ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)

平成20年7月16日

5

ﾕﾅｼﾝ-S静注用0.75g

ﾌｧｲｻﾞｰ㈱

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ

平成24年8月10日

6

ﾕﾅｼﾝ-S静注用1.5g

ﾌｧｲｻﾞｰ㈱

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ

平成24年8月10日

7

ﾕﾅｼﾝ-S静注用3g

ﾌｧｲｻﾞｰ㈱

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ

平成24年12月14日

8

ﾕﾅｼﾝ-Sｷｯﾄ静注用1.5g

ﾌｧｲｻﾞｰ㈱

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ

平成24年8月10日

9

ﾕﾅｼﾝ-Sキット静注用3g

ﾌｧｲｻﾞｰ㈱

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ

平成24年8月10日

10 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ150㎎

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ㈱

ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ硫酸塩

平成15年12月18日

11 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ200㎎

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ㈱

ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ硫酸塩

平成15年12月18日

12 ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠0.5mg

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ㈱

ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物

平成18年7月26日

13 ﾌｧﾑﾋﾞﾙ錠250㎎

旭化成ﾌｧｰﾏ㈱

ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ

平成25年2月21日

14 ﾌｨｽﾞﾘﾝ錠30mg

大塚製薬㈱

ﾓｻﾞﾊﾞﾌﾟﾀﾝ塩酸塩

平成18年7月26日

15 ﾌﾟﾛﾏｯｸ顆粒15%

ｾﾞﾘｱ新薬工業㈱

ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ

平成6年7月1日

16 ｼﾞｭﾘﾅ錠0.5mg

ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱

ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

平成20年4月16日

17 ｳｪｰﾙﾅﾗ配合錠

ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱

ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ

平成20年10月16日

18 ﾎﾞﾅﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ900μg

帝人ﾌｧｰﾏ㈱

ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物

平成24年1月18日

19 ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注45μg

中外製薬㈱

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ｱﾙﾌｧ-2a（遺伝子組換え）

平成23年7月1日

20 ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注90μg

中外製薬㈱

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ｱﾙﾌｧ-2a（遺伝子組換え）

平成23年7月1日

21 ｺﾍﾟｶﾞｽ錠200㎎

中外製薬㈱

ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ

平成23年7月1日

22 ﾌｴﾛﾝ注射用100万

東ﾚ㈱

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ﾍﾞｰﾀ

平成21年10月16日

23 ﾌｴﾛﾝ注射用300万

東ﾚ㈱

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ﾍﾞｰﾀ

平成21年10月16日

24 ﾌｴﾛﾝ注射用600万

東ﾚ㈱

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ﾍﾞｰﾀ

平成21年10月16日

25 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200㎎

MSD㈱

ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ

平成21年10月16日

26 ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注45μg

中外製薬㈱

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ｱﾙﾌｧ-2a(遺伝子組換え)

平成25年9月20日

27 ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注90μg

中外製薬㈱

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ｱﾙﾌｧ-2a(遺伝子組換え)

平成23年9月26日

28 ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μg

中外製薬㈱

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ｱﾙﾌｧ-2a(遺伝子組換え)

平成23年9月26日

29 ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用50μg/0.5mL用

MSD㈱

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ｱﾙﾌｧ-2b（遺伝子組換え）

平成23年12月22日

30 ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μg/0.5mL用

MSD㈱

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ｱﾙﾌｧ-2b（遺伝子組換え）

平成23年12月22日

31 ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用150μg/0.5mL用

MSD㈱

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ｱﾙﾌｧ-2b（遺伝子組換え）

平成23年12月22日

32 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg

MSD㈱

ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ

平成23年12月22日

33 ﾅｿﾞﾈｯｸｽ点鼻液50μg 56噴霧用

MSD㈱

ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物

平成20年7月16日

34 ﾅｿﾞﾈｯｸｽ点鼻液50μg 112噴霧用

MSD㈱

ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物

平成20年7月16日

35 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ30吸入

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱

ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物

平成24年8月10日

36 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸入

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱

ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物

平成24年8月10日

37 注射用ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ50mg

ﾌｧｲｻﾞｰ㈱

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ

平成3年10月4日

番号

販売名

申請者名

一般名又は有効成分名

承認年月日

38 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注3㎎

ﾌｧｲｻﾞｰ㈱

ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ（ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝｶﾙｼｳﾑ）

平成3年10月4日

39 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠5mg

ﾌｧｲｻﾞｰ㈱

ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ（ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝｶﾙｼｳﾑ）

平成3年10月4日

40 ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ注射用200㎎

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱

ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩

平成13年4月4日

41 ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ注射用1g

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱

ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩

平成13年4月4日

42 ｱﾘﾑﾀ注射用500mg

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱

ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和物

平成19年1月4日

43 ｱﾘﾑﾀ注射用100mg

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱

ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和物

平成21年5月20日

44 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注液50㎎

㈱ﾔｸﾙﾄ本社

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ

平成21年8月20日

45 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注液100㎎

㈱ﾔｸﾙﾄ本社

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ

平成21年8月20日

46 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注液200㎎

㈱ﾔｸﾙﾄ本社

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ

平成24年8月22日

47 ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ注射用3mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱

ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ

平成18年10月20日

48 ﾐｺﾌﾞﾃｨﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg

ﾌｧｲｻﾞｰ㈱

ﾘﾌｧﾌﾞﾁﾝ

平成20年7月16日

49 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400㎎

ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱

ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩

平成17年10月11日

50 ｸﾗﾋﾞｯﾄ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500mg/100mL

第一三共㈱

ﾚボﾌﾛｷｻｼﾝ水和物

平成22年10月27日

51 ｸﾗﾋﾞｯﾄ点滴静注500mg/20mL

第一三共㈱

ﾚボﾌﾛｷｻｼﾝ水和物

平成22年10月27日

52 注射用ｱﾅｸﾄC 2,500単位

(一財)化学及血清療法研究所

乾燥濃縮人活性化ﾌﾟﾛﾃｲﾝC

平成18年10月20日

53 ﾄﾗﾏｰﾙOD錠25mg

日本新薬㈱

ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩

平成26年9月16日

54 ﾄﾗﾏｰﾙOD錠50mg

日本新薬㈱

ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩

平成26年9月16日

55 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ散1%

大塚製薬㈱

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ

平成18年1月23日

56 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg

大塚製薬㈱

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ

平成18年1月23日

57 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg

大塚製薬㈱

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ

平成18年1月23日

58 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠12mg

大塚製薬㈱

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ

平成19年4月2日

59 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ内用液0.1%

大塚製薬㈱

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ

平成21年1月6日

60 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠3mg

大塚製薬㈱

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ

平成24年1月18日

61 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠6mg

大塚製薬㈱

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ

平成24年1月18日

62 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠12mg

大塚製薬㈱

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ

平成24年1月18日

63 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠24mg

大塚製薬㈱

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ

平成24年1月18日

64 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ ｺﾝｽﾀ筋注用25mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ

平成21年4月22日

65 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ ｺﾝｽﾀ筋注用37.5mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ

平成21年4月22日

66 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ ｺﾝｽﾀ筋注用50mg

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ

平成21年4月22日

67 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.75%注75mg/10 mL

丸石製薬㈱

ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩

平成20年4月16日

68 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.75%注150mg/20 mL

丸石製薬㈱

ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩

平成20年4月16日

69 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.75%注ｼﾘﾝｼﾞ75mg/10 mL

丸石製薬㈱

ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩

平成20年4月16日

70 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注25mg/10 mL

丸石製薬㈱

ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩

平成20年4月16日

71 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ｼﾘﾝｼﾞ25mg/10 mL

丸石製薬㈱

ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩

平成20年4月16日

72 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ250mg/100 mL

丸石製薬㈱

ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩

平成20年4月16日

73 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注25mg/10mL

丸石製薬㈱

ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩

平成23年4月22日

74 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ｼﾘﾝｼﾞ25mg/10mL

丸石製薬㈱

ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩

平成23年4月22日

75 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.5%注50mg/10mL

丸石製薬㈱

ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩

平成23年4月22日

76 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.5%注ｼﾘﾝｼﾞ50mg/10mL

丸石製薬㈱

ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩

平成23年4月22日

77 ｴｽﾗｯｸｽ静注25mg/2.5mL

MSD㈱

ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物

平成19年7月31日

番号

販売名

申請者名

一般名又は有効成分名

承認年月日

78 ｴｽﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL

MSD㈱

ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物

平成19年7月31日

79 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ髄注0．005％

第一三共㈱

ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ

平成17年4月11日

80 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ髄注0．05％

第一三共㈱

ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ

平成17年4月11日

81 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ髄注0．2％

第一三共㈱

ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ

平成17年4月11日

82 ﾀﾌﾟﾛｽ点眼液0.0015%

参天製薬㈱

ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ

平成20年10月16日

83 ﾀﾌﾟﾛｽﾐﾆ点眼液0.0015%

参天製薬㈱

ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ

平成25年1月11日

84 ｱﾝｶﾛﾝ注150

ｻﾉﾌｨ㈱

ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩

平成19年1月26日

85 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠50mg

塩野義製薬㈱

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ

平成20年4月16日

86 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠100mg

塩野義製薬㈱

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ

平成20年4月16日

87 ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠200mg

塩野義製薬㈱

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ

平成25年3月19日

88 ｱﾊﾞﾌﾟﾛ錠50mg

大日本住友製薬㈱

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ

平成20年4月16日

89 ｱﾊﾞﾌﾟﾛ錠100mg

大日本住友製薬㈱

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ

平成20年4月16日

90 ｱﾊﾞﾌﾟﾛ錠200mg

大日本住友製薬㈱

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ

平成25年3月19日

91 ｱｲﾐｸｽ配合錠LD

大日本住友製薬㈱

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩

平成24年9月28日

92 ｱｲﾐｸｽ配合錠HD

大日本住友製薬㈱

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩

平成24年9月28日

93 ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用75

ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ㈱

ﾎﾘﾄﾛﾋﾟﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)

平成18年1月23日

94 ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用150

ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ㈱

ﾎﾘﾄﾛﾋﾟﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)

平成18年1月23日

95 ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ300

ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ㈱

ﾎﾘﾄﾛﾋﾟﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)

平成20年10月22日

96 ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ450

ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ㈱

ﾎﾘﾄﾛﾋﾟﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)

平成20年10月22日

97 ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ900

ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ㈱

ﾎﾘﾄﾛﾋﾟﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)

平成20年10月22日

98 ﾃﾞｨﾅｹﾞｽﾄ錠1mg

持田製薬㈱

ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ

平成19年10月19日

99 ﾃﾞｨﾅｹﾞｽﾄOD錠1mg

持田製薬㈱

ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ

平成26年8月18日

100 ﾃﾞｨﾌｪﾘﾝｹﾞﾙ0.1%

ｶﾞﾙﾃﾞﾙﾏ㈱

ｱﾀﾞﾊﾟﾚﾝ

平成20年7月16日

101 ｸﾚｷｻﾝ皮下注ｷｯﾄ2000 IU

ｻﾉﾌｨ㈱

ｴﾉｷｻﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ

平成20年1月25日

102 ﾏｲｵｻﾞｲﾑ点滴静注用50mg

ｻﾉﾌｨ㈱

ｱﾙｸﾞﾙｺｼﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)

平成19年4月18日

103 ｸﾘｱｸﾀｰ静注用40万

ｴｰｻﾞｲ㈱

ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ(遺伝子組換え)

平成17年7月25日

104 ｸﾘｱｸﾀｰ静注用80万

ｴｰｻﾞｲ㈱

ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ(遺伝子組換え)

平成17年7月25日

105 ｸﾘｱｸﾀｰ静注用160万

ｴｰｻﾞｲ㈱

ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ(遺伝子組換え)

平成17年7月25日

106 ｾｲﾌﾞﾙ錠25mg

㈱三和化学研究所

ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ

平成17年10月11日

107 ｾｲﾌﾞﾙ錠50mg

㈱三和化学研究所

ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ

平成17年10月11日

108 ｾｲﾌﾞﾙ錠75mg

㈱三和化学研究所

ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ

平成17年10月11日

109 ｾｲﾌﾞﾙOD錠50mg

㈱三和化学研究所

ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ

平成27年3月11日

110 ｾｲﾌﾞﾙOD錠75mg

㈱三和化学研究所

ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ

平成27年3月11日

111 ﾚｸﾞﾊﾟﾗ錠25mg

協和発酵ｷﾘﾝ(株)

ｼﾅｶﾙｾﾄ塩酸塩

平成19年10月19日

112 ﾚｸﾞﾊﾟﾗ錠75mg

協和発酵ｷﾘﾝ(株)

ｼﾅｶﾙｾﾄ塩酸塩

平成19年10月19日

113 ﾚｸﾞﾊﾟﾗ錠12.5mg

協和発酵ｷﾘﾝ(株)

ｼﾅｶﾙｾﾄ塩酸塩

平成27年2月10日

114 ｼﾞｱｿﾞｷｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg「MSD」

ＭＳＤ㈱

ｼﾞｱｿﾞｷｼﾄﾞ

平成20年4月16日

115 ｱﾎﾞﾈｯｸｽ筋注用ｼﾘﾝｼﾞ30μg

ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ﾍﾞｰﾀ-1a(遺伝子組換え)

平成18年7月26日

116 ｱﾎﾞﾈｯｸｽ筋注30μgﾍﾟﾝ

ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ ﾍﾞｰﾀ-1a(遺伝子組換え)

平成25年12月4日

