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薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

医療用医薬品再評価結果に係る訂正について

平成 19年 9月 28日 付医薬発第 0928008号医薬局長通知「医療用医薬品再評価結果 平成

19年 度(その 2)について」について別紙のとおり訂正いたしましたので、別添により差し替えをお

願いいたします。



別紙

平成 19年 9月 28日付医薬発第 0928008号医薬局長通知「医療用医薬品再評価結果 平成

19年度(その 2)について」(別添参照)

再評価が終了した医療用医薬品の取扱いについて(昭和 62年 7月 11日薬発第 592号 薬務

局長通知)の別記1の 3に 該当する医薬品で、一般名又は有効成分が炭酸リチウムである番号

18の含量の項

訂正前 訂正後

103mg 100mg

以 上



1再 評価が終了した医療用医薬品の取扱いについて (昭和62年7月11日薬発第592号薬務局長通知)             丹 け添
の別記 1の 3に該当する医薬品

[薬事法第14条第2項各号のいずれにも該当しない。」

番 号 販売名 申請会社名 一般名 又は有効成分名 若|1型 含 量 再評価指定年月日

1 ペリアクチン散 1% 高有製薬 (株)
シアロヘフタシン塩酸塩
水和物 散斉J 10mg/質 平成 15年 1月 31日

2 ペリアクチン鋳4mg 高有製薬(株)

シフロヘアグシン塩鞍塩
水不剛物 錠斉」 4m貿 平成 15年 1月 31日

3 カイトリル糸田粒04070 中外製薬 (株) グラニセトロン嬬酵塩 細粒斉J 2m度/1何 平成 15年 7月 25日

4 カイトリル錨■m露 中外製薬 (株) グラニセトロン塩酸塩 挿斉| lmR 平成15年7月25日

5 カイトリル錠2m質 中外製薬 (株) グラニセトロン塩酸塩 捷剤 2m烹 平成15年7月25日

6 アメロキサ懸粒 寿製薬 (株)

エク/レ ンチトリヮム水本「
物 類粒斉J 25mg/ 平成16年1月21日

7 ヘルボッツ錠lo (株)陽進堂 エピナステン塩酸塩 鉾 却 10mg 平成16年4月 12日

8 ヘルボッツ錠20 (株)陽避堂 エピナスチン塩酸塩 鎌却| 20m g 平成16年4月12日

9 ベストン糖衣錠(25mp 田辺製薬 (株) ビスハミンチアミン 錠 剤 25mg 平布梶1烈子3月 15日

ガスモチン散 大日本住友製薬(株)

モナフリドクエン腰塩水
和物 散若‖ 10m貿/烹 平成17年3月 15日

トスペラール錠 東和薬品(株) ジフェニドール塩確鑑 錠 剤 25mぼ 平 成 17年 8月 25日

/ ルヽナ ール01m質 カプt アステラス製薬 (株) タムスロシン塩酸塩 カプセル却 01m宮 平成 17年 3月 15日

13 ノヽルサール0_2mgカ プセ アステラス製薬 (株) タムスロシン塩酸塩 カプセル若 3_21ng 平 蔵 1 7年3月 1馬日

1 クロフェクトン顆粒10% 三碁ウェルファーマ (株)

クロカ ブ ラミン嬌躙変塩 水
輸物 顆粒剤 100m質/質 平成 17年 8月 25日

リーマス鋳 100 大丁製薬 (株) 炭酸リチウム 錠斉J 100m貿 平成 17年 8月 25日
束盟 ッチ ヮム従 10 0 m g

「アメル | 共和薬品工業(株) 炭酸リチウム 鎌 斉| 100rn o 平 成 17年 8月 2馬日

17

灰腰ツチワム鉦1001ヨ
レントミ| 令星薬 品工業 (株) 併勝 リチウム 錠 剤 100m史 平 成 17年 8月 25日

リチオマール錠100m費 藤永製薬(株) 俵酸リチウム 鮮若|| 00m貿 平成17年8月25日

リーマス伸200 大下 製薬 (株) 炭酸リチウム 錠斉J 200m貿 平成 17年 8月 25日
1天既ツアツム死 ZUUmg
「アメル | 共和 薬 品工業(株) 炭酸 リチウム 鮮部| 2001ntl 平成17年8月25日
吹 鞍 ッチ ヮム 鉦 Z 0 0

シトミ| 全星薬品五業 (株) 炭酸 リチウム 排者| 200rng 平 成 17年 8月 25日

リチオマール錠200m質 藤永製薬(株) 炭酸 リチウム 鮮 剤 200rng 平 成 17年 8月 25日

ナンドノーム鉾o5mg ノバルティス ファーマ命

ホビンドロール マロン自交
鯖 掟剤 05m質 平成17年8月25日

サンドノーム鉢lmロ バルティス ファーマ(れ

ホビンドロールマロン鞍
嬌 掟斉」 lm宮 平成17年8月25日

アンプラーグ細粒10% 三菱ウェルファーマ(株) サルポグレラート塩酸塩 細粒剤 100mg/定 平成17年8月25日

フェアストン錠40 日本化薬 (株) トレミフェンクエン酸塩 解斉J 40mg 平成 17年 8月 25日

フェアストン録60 日本イk薬 (株 ) トレミフェンクエン酵婦 鮮者| 30m烹 平 成 17年 8月 2馬日

ペラゾリン細粒 令薬 工業 (株) ノブゾキサン 細粒若| 400mg/旬 1 平成 17年 8月 25日

複合パンカル類粒 第一三共 (株)

パントテン酸カルシウム・

リボフラビン・ピリドキシン

塩酸塩 ・ニコチン酸アミド願粒剤

lUumg/g

3mg/g・
30mg/g・
1氏m。/。 平成 17年 8月 25日

ァルパントG (株)陽進堂

パントテン酸カルシウム・

リボフラビン・ピリドキシン

婦酸塩 ・ニョチン酸アミド懸粒斉|

lυvmg/g
3mg/g・
30mg/g・
15mぞ/留 平成17年 8月 25日

スプレンジール鋳2.5mぞ アストラゼネカ隅 フェロジピン 擁剤 25m貿 平成17年12月 5日

ムノバール25m質 錠 サノフィ・アベンティス側 フェロジピン 掟剤 25m宮 平 成 17年 12月 5日

カトラジール錠25m貫 大洋 薬 品工業隅 フェロジピン 鮮斉| 2 omtr 平成 17年 12月 5日



番 号 販売名 申請会社名 一般名 又は有効成分名 剤型 含 畳 再言平価 十旨庁年 月 日

スプレンジール併5m宮 アストラゼネカ欄 フェロジピン 旋斉J 5m質 平成17年12月 5日

ムノバール5mg鋳 サノフィ・アベンティス側 フェロジピン 肝者| 平成 17年 12月 5日

カトラジール錠5m貿 大洋 薬品工業備 フェロジピン 鮮 剤 〕m貿 平成 17年12月 5日

ブロンコリン併25 科研 製薬llM マブテロール塩酸塩 旋斉」 25″ 質 平成17年12月 5日

ブロンコリン錠50 科研製薬側 マブテロール婦酵塩 鋳若‖ 50 1l g 平成 17年 12月 5日

ブブロン鋳 東和薬 品(株) イブプロフェン 撻斉J 100m貿 平成17年12月5日

4 ネオドパブール鉾 第一三共閑

レボドノミ・ベンセラシド塩
酸塩 錠剤 100m貿 平成 17年 12月 5日

イーシー・ドパール鉾 協和醗酵工業欄

レポドバ ・ベンセフシド塩
碑捕 齢 若 285m宮 平 成 17年 12月 5日

マドパー錠 中外製薬榊

レポ ドバ ・ベ ンセツシ ド塩

齢 kt 鉾若| 285m質 平成17年12月 5日

キャベジンUコ ーワ懸狩 皿和欄
メチル メチオニンスル ホ

ニウムクロリド 懸粒斉J 250m宮/宮 平成17年12月 5日

キャベジンUコ ーワ併 lFl禾口欄
メチル メチオニンスルホ

ニウムクロリド 鉾若1 25m留 平成17年12月 5日


