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市販直後調査の
対象品目一覧
（平成27年９月末日現在）
◎：平成27年９月１日以降に市販直後調査が開始された品目
一般名

製造販売業者名

販売名
◎

シプロフロキサシン

バイエル薬品（株）

シプロキサン注200mg＊1

ラモトリギン
グラクソ・スミスクライ
◎ ラミクタール錠小児用２mg，同錠小児用５mg，同錠25mg，
ン（株）
同錠100mg＊2
◎

リバーロキサバン

バイエル薬品（株）

イグザレルト錠10mg，同錠15mg＊3

市販直後調査開始年月日

平成27年９月24日

平成27年９月24日

平成27年９月24日

オラネキシジングルコン酸塩
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

①オラネジン消毒液1.5%
②オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ10mL
③オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL

（株）大塚製薬工場

デュラグルチド（遺伝子組換え）
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
コラゲナーゼ（クロストリジウムヒストリチクム）
ザイヤフレックス注射用
アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）
アコアラン静注用600
ヒドロキシクロロキン硫酸塩
プラケニル錠200mg
インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
ランタスXR注ソロスター
レジパスビルアセトン付加物／ソホスブビル
タラポルフィンナトリウム

平成27年９月16日

旭化成ファーマ（株）

平成27年９月16日

協和発酵キリン（株）

平成27年９月７日

サノフィ（株）

平成27年９月７日

サノフィ（株）

平成27年９月７日

Meiji Seikaファルマ（株）

注射用レザフィリン100mg＊4
エリグルスタット酒石酸塩
サデルガカプセル100mg
ニンテダニブエタンスルホン酸塩
オフェブカプセル100mg，同カプセル150mg
パノビノスタット乳酸塩
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平成27年９月１日
平成27年９月１日

ジェンザイム・ジャパン
（株）

平成27年９月１日

日本ベーリンガーインゲ
ルハイム（株）

平成27年８月31日

ノバルティス ファーマ
（株）

ファリーダックカプセル10mg，同カプセル15mg
2015年10月

日本イーライリリー（株）

ギリアド・サイエンシズ
（株）

ハーボニー配合錠

平成27年９月16日

平成27年８月31日
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イピリムマブ（遺伝子組換え）

ブリストル・マイヤーズ
（株）

ヤーボイ点滴静注液50mg

平成27年８月31日

アスホターゼ アルファ（遺伝子組換え）
ストレンジック皮下注12mg/0.3mL，同皮下注18mg/0.45mL， アレクシオン
同皮下注28mg/0.7mL， 同皮下注40mg/ 1 mL， 同皮下注 合同会社
80mg/0.8mL
カトリデカコグ（遺伝子組換え）
ノボサーティーン静注用2500
一酸化窒素
アイノフロー吸入用800ppm＊5
ボセンタン水和物
トラクリア錠62.5mg＊6
リバビリン
レベトールカプセル200mg＊7

ファーマ

平成27年８月31日

ノボ ノルディスク ファー
マ（株）

平成27年８月27日

エア・ウォーター（株）

平成27年８月24日

アクテリオン ファーマシュ
ーティカルズ ジャパン（株）

平成27年８月24日

MSD（株）

平成27年７月29日

クリンダマイシンリン酸エステル水和物／過酸化ベンゾイル グラクソ・スミスクライ
ン（株）
デュアック配合ゲル

平成27年７月17日

ガドブトロール
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ５mL，同静注1.0mol/L バイエル薬品（株）
シリンジ7.5mL，同静注1.0mol/Lシリンジ10mL
ボルテゾミブ
ベルケイド注射用３mg＊8
リドカイン／プロピトカイン
エムラクリーム＊9
エダラボン
ラジカット注30mg，同点滴静注バッグ30mg＊10
A型ボツリヌス毒素
＊11

ボトックス注用50単位，同注用100単位
タゾバクタム/ピペラシリン水和物

ゾシン静注用2.25，同静注用4.5，同配合点滴静注用バッグ4.5＊12
ピタバスタチンカルシウム水和物
リバロ錠１mg，同錠２mg，同OD錠１mg，同OD錠２mg＊13
ラムシルマブ（遺伝子組換え）
サイラムザ点滴静注液100mg，同点滴静注液500mg
マシテンタン
オプスミット錠10 mg
トラマドール塩酸塩
ワントラム錠100 mg
トレラグリプチンコハク酸塩
ザファテック錠50mg，同錠100mg

平成27年６月30日

ヤンセンファーマ（株）

平成27年６月26日

佐藤製薬（株）

平成27年６月26日

田辺三菱製薬（株）

平成27年６月26日

グラクソ・スミスクライ
ン（株）

平成27年６月26日

大鵬薬品工業（株）

平成27年６月26日

興和（株）

平成27年６月26日

日本イーライリリー（株）

平成27年６月22日

アクテリオンファーマシュー
ティカルズジャパン（株）

平成27年６月９日

日本新薬（株）

平成27年６月２日

武田薬品工業（株）

平成27年５月28日

ペグインターフェロン アルファ -2b（遺伝子組換え）
ペグイントロン皮下注用50µg/0.5mL用，同皮下注用100µg MSD（株）
/0.5mL用，同皮下注用150µg/0.5mL用＊14
ラモセトロン塩酸塩
イリボー錠2.5µg，同錠５µg＊15，同OD錠2.5µg，同OD錠５µg＊15
デュロキセチン塩酸塩
サインバルタカプセル20mg，同カプセル30mg＊16
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平成27年５月26日

アステラス製薬（株）

平成27年５月26日

塩野義製薬（株）

平成27年５月26日

2015年10月

ナルフラフィン塩酸塩

東レ・メディカル（株）

ノピコールカプセル2.5 µg＊17

平成27年５月26日

アリピプラゾール水和物
エビリファイ持続性水懸筋注用300mg ／同持続性水懸筋注
大塚製薬（株）
用400mg，エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ
／同持続性水懸筋注用400mgシリンジ
コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
オルドレブ点滴静注用150mg
①ソホスブビル

②リバビリン

①ソバルディ錠400mg

②コペガス錠200mg＊18

平成27年５月25日

グラクソ・スミスクライ
ン（株）

平成27年５月25日

①ギリアド・サイエンシ
ズ（株）
②中外製薬（株）

平成27年５月25日

ポマリドミド
ポマリストカプセル１mg，同カプセル２mg，同カプセル セルジーン（株）
３mg，同カプセル４mg
ナルフラフィン塩酸塩

平成27年５月21日

東レ（株）

平成27年５月20日

エーザイ（株）

平成27年５月20日

エクリラ400µgジェヌエア30吸入用，同400µgジェヌエア 杏林製薬（株）
60吸入用

平成27年５月20日

レミッチカプセル2.5µg＊19
レンバチニブメシル酸塩
レンビマカプセル４mg，同カプセル10mg
アクリジニウム臭化物

４価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体）
メナクトラ筋注
メトロニダゾール
ロゼックスゲル0.75%
エロスルファーゼ

アルファ（遺伝子組換え）

ビミジム点滴静注液５mg

サノフィ（株）

平成27年５月18日

ガルデルマ（株）

平成27年５月11日

BioMarin Pharmaceutical
Japan（株）

平成27年４月23日

なし
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/ 鳥居薬品（株）
mL，同皮下注「トリイ」100,000JAU/mL

平成27年４月21日

ニチシノン
オーファディンカプセル２mg，同カプセル５mg，同カプ アステラス製薬（株）
セル10mg
ドルテグラビルナトリウム／ラミブジン／アバカビル硫酸塩
トリーメク配合錠
過酸化ベンゾイル
ベピオゲル2.5%

2015年10月
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平成27年４月14日

ヴィーブヘルスケア（株）

平成27年４月10日

マルホ（株）

平成27年４月１日
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＊１：小児
＊２：定型欠神発作
＊３：深部静脈血栓症及び肺塞栓症の治療及び再発抑制
＊４：化学放射線療法又は放射線療法後の局所遺残再発食道癌
＊５：心臓手術の周術期における肺高血圧の改善
＊６：全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制
＊７：ソホスブビルとの併用によるセログループ2のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
＊８：マントル細胞リンパ腫
＊９：皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和の小児用量及び注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和の効能効果
＊10：筋萎縮性側索硬化症（ALS）の機能障害の進行抑制
＊11：斜視
＊12：発熱性好中球減少症（小児）
＊13：小児家族性高コレステロール血症
＊14：悪性黒色腫における術後補助療法
＊15：女性における下痢型過敏性腸症候群
＊16：線維筋痛症に伴う疼痛
＊17：慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善
＊18：ソホスブビルとの併用によるセログループ２のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
＊19：慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善

〈医薬品・医療機器等安全性情報No.326の正誤表〉
ページ
誤

正

12
レミッチカプセル
レミッチカプセル，＊慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善
「No324，325掲載分も同様」
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