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医療用医薬品再評価結果 平 成 22年 度 (その 1)に ついて

今般、別表の 51品 目について、薬事法第 14条 の 6第 2項 の規定による

再評価が終了し、結果は別表のとお りであるので、御了知の上、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
[薬事法第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 申請会社名 一般名 又は有効成分名 剤 型 含 量 再評flh指庁年月日

ラニラピッド鎌0.o5m質 中外製薬(株) メチルジゴキシン 錠剤 D.051nF4 平成13年7月 16日

2 ラニラピッド錠01m費 中外製薬(株) メチルジゴキシン 能剤 0ムlm宮 平成13年7月16日

3 アクディーム細粒10°/。 らすか製薬(株) 編イ比リゾチーム 御粒剤 00mg/g 平成 14年7月15日

4 ノイテーム畑粒20% サンノーバ (株) 塩化リゾチーム “日】守神| 200mg/ビ 平成 14年 7月 15日

アクディーム細粒45% 払十 ふ 劉 基 r維 ヽ 塩化リゾチーム 細粒剤 450mg/ 平成 14年7月15日

6 ノイチーム顆粒 10% サンノーバ (株) 塩化リゾチーム 額粒剤 100m貿 平成 14年7月15日

7

塩化リゾチーム撤粒10%
「イセイ| (株)イセイ 塩化リゾチ‐ム 類柿郵| 00mg/露 平成 14年7月 15日

スカノーゼリン頬触 0% 鶴原製薬 (株) 嬌イヒリブチーム 類粒剤 100m質/質 平 成 14年 7月 15日

塩1ヒツンチーム類粧 10%

「トーワ| 東和薬 品 (株) 塩化リブチーム 頼粒 剤 100m質/烹 平成 14年7月 15日

リチーム類粒 10% 日区工 (株) 塩化リゾチーム 婚 苅 却| 100mビ / 平成14年7月 15日

レフトーゼ顛粒 10% 日本新薬 (株) 嬬イヒリゾチーム 類粒剤 100m宮 /留 平成 14年 7月 15日

塩化ソゾチーム類粒3000
「トーワ| 東和薬品(株) 編イ比リゾチーム 預粒剤 300mビ /g 平 成 1 4 年 7 月 1 5 日

スカノーゼリン顆粒60 鶴原製薬 (株) 嬬イヒリゾチーム 頼粒剤 500間g/ビ 平成 14年 7月 15日

ノイチーム併 10m2 ナンノーバ (株) 惰イヒリブチーム 解剤 10m貿 平成 14年7月15日

1

塩4ヒリソチーム鉦 |イツキ」
10m宮 岩城 製薬 (株) 塩化リゾチーム 捷剤 10m露 平成 14年7月15日

スカノーゼリン錠10m支 鶴原製薬 (株) 塩イヒリブチーム 錠剤 10m烹 平 成 14年 7月 15日

レフトーゼ餅 10m巳 日本新薬 (株) 塩化リゾチーム 餅神| LOm貿 平成14年7月15日

ノイチーム錠30m宮 サンノーノミ(株) 嬬イヒリゾチーム 錠 剤 30m宮 平H成14Z子7月 15日

1 エリチーム鋳 30m望 (株)イセイ 塩化リブチーム 鮮剤 30m質 平成 14年7月15日

塩化 ツソチーム征 |ィワキ」
R∩mg 岩城製薬(株) 嬬イヒリブチーム 錠 剤 30m質 平成 14年7月 15日

アクディーム錠30m寓 あすか製薬 (株) 塩化リゾチーム 齢神| 30mビ 平成 14年7月 15日

塩化リノチーム鉦30
「タケシマ | ニプロジェネファ(株) 塩化リブチーム 鋳剤 30m費 平成 14年7月 15日

スカノーゼリン錠30m資 鶴原製薬 (株) 塩イヒリブチーム 撻剤 30m質 平成14年7月 15日

ミタチーム錠30m貫 キョーリンリメディオ(株) 塩化リブチーム 錠剤 30m烹 平 成 14年 7月 16日

2[

塩化リゾチーム錠30m8
「トーワ| 東和薬品 (株) 塩化リブチーム 旋剤 30m露 平成14年7月15日

リチーム錠30m質 日医工 (株) 塩化リブチーム 鮮郵| 30mE 平成14年7月15日

レフトーゼ鉢 (30m空) 日本新薬 (株) 塩化リゾチーム 鮮却| 30m費 平成 14年 7月 15日

レフトーゼ錠 (50m烹) 日本新率 (株) 塩化リブチーム 錠剤 50mo 平 成 14年 7月 15日

ノイチーム錠90m質 サンノーバ (株) 塩化リゾチーム 齢却| 90m宮 平成 14年7月 15日

塩化リノチーム鉦90
「タケンマ | ニプロジェネファ(株) 惰イヒリブチーム 錠 剤 90mビ 平成 14年 7月 15日

塩化リゾチーム90錠「タツミ 辰巳化学(株) 塩化リブチーム 鮮剤 90m烹 平成 14年7月 15日

スカノーゼリン鉢90m質 盛原製薬 (株) 編イヒリゾチーム 渉神| 〕Omg 平成 14年 7月 15日

ミタチーム錠90m宮 キョーリンリメディオ(株) 臨イヒリゾチーム 撻剤 〕Om宮 平 成 14年 7月 15日

塩化 ツノチーム鉦90mg

「トーワ| 黄末口奏 品 (族) 塩化リゾチーム 鋳鞠1 30m烹 平 成 14年 7月 15日

リチーム鋳90m宮 日医工 (株) 塩イ比リゾチーム 鑓剤 〕Om巳 平成 14年 7月 15日

アクディームカプセル90m質 あすか製薬 (株) 塩化リゾチーム
カア セ ル

曽| 2mR 平成 14年 7月 15日

ケジフェン併5mg 共和薬品工業 (株) セラペプターゼ

揚溶性錠
剤 平成 14年 4月 15日

ニコラーゼ錠5m貿 沢井製薬 (株) セラ犬プターゼ
陽溶性錠
部| 平成14年 4月 15日

セラ大プターセ錠5mg
「タイヨー | 大洋薬品工業 (株) セラペプターゼ

揚浴性鉦

割 5m烹 平成 14年 4月 15日



番 号 販売名 申請 会社名 一般名 又は有効成分名 剤 型 含 量 再評 価 格 念年 月 日

ンマターゼ錠5m質 ニプロジェネファ(株) セラ太プターゼ
月易率予1■斑

剤 5m官 平 成 14年 4月 15日

ミHげロィン鋳5m貿 東和薬品 (株) セラペプターゼ
暢浴性鉦
剤 〕m烹 平 成 14年 4月 16日

イルザイム錠5m烹 日医エファーマ(株) セラペプターゼ
揚浴性鉦
部| 平成14年4月 15日

ニコラーゼ鋳10m貿 沢井製薬 (株) セラペプターゼ
揚浴性鉦

剤 10m質 平成14年4月15日

セフペアターセ鉦10mg
「タナベ | 長生堂製薬(株) セラペプターゼ

揚溶性錠

剤 10m質 平 成 14年 4月 15日

ミザロイン錠10m宮 東和薬品 (株) セラペプターゼ
陽溶性 鉦

却| Om貿 平成 14年 4月 15日

4t ヒシターゼ鉢10m質 ニプロファーマ(株) セラペプターゼ
暢浴性 鉦

剤 10m貿 平成14年4月 15日

イルザイム錠10 日医エファーマ(株) セラペプターゼ
暢浴性錠
部| 10mEF 平成 14年4月 15日

ゼオエース鋳15m質 (株)三和化学研究所 セミアルカリプロティナーゼ

揚浴性鉦
剤 15m質 平成15年1月31日

セアプローゼカプセル15m質 天野エンザイム(株) セミアルカリプロティナーゼ

,易浴1■
カプセル 15m質 平成 15年 1月 31日

ベイスン鋳02 武田薬品工業 (株) ボグリボース 鋳神| 02mロ 平成 16年 1月 21日

ベイスン鋳03 武田薬品工業 (株) ボグリボース 併剤 〕3m質 平成16年1月21日

2再 評価申請後に申請者が承認を整理した医薬品

番 号 販売名 申請会社名 一般名 又は有効成分名 剤型 含 量 再評価指定年月 日

1 塩イ比リブチーム細粒(TYK) 大正薬品工業(株) 臨イ比リブチーム “田】笠準剖 100mg/宮 平成 14年 7月 15日

オペ ック嬉粒 (10%) 富山化学工業 (株) 塩化リゾチーム 薄 冷 神| 001ng/2 平 成 14年 7月 15日

3

リンチ ーム塩 腰塩 線胆 0路

「YDI `旅 陽ゝ准 営 塩化リゾチーム 頻粒剤 100m質/質 平 蔵 14年 7月 1馬日

4 オペック頼粒 (30%) 富山化学工業 (株十 塩イヒリゾチーム 類粒剤 300m質 /質 平成14年7月15日

ノイターゼ類粒 10% 沢井製薬 (株) 塩イヒリゾチーム 類粒剤 100m貿/質 平成14年7月15日

崎イヒリブチーム鎌30m質(TYK) 大正薬品工業 (株) 嬌 イヒリゾチ ー ム 鉢神| 30m露 平成14年7月 15日

7 オペック錠 富山化学工業 (株) 塩化リブチーム 齢 抑| 30m宮 平 成 14年 7月 16日

8 ノイターゼ錠30m宮 沢井製薬(株) 帰イヒリゾチーム 艇剤 30m宮 平成 14年 7月 15日

ェトナーゼ併90m貿 `株 )=末 ロイヒ学 研 窄 所 塩化リゾチーム 併神| 90m2 平成14年 7月 15日

1 塩化リゾチーム錠90m質(TYK) 大T率 品工業 (株) 精イヒリブチーム 淀剤 〕Om質 平成14年7月15日

オペック鉢90 富山化学工業 (株) 編イヒリゾチーム 辞却| 30m鷲 平成14年7月15日

ッンチ ーム塩 腰塩 妊りOmg

「YDI (株)陽維堂 塩化リゾチーム 捷剤 30mtr 平 成 14年 7月 15日

13 ノイタエゼ鉾9om質 沢井製薬 (株) 嬬イヒリゾチーム 鋳剤 〕Om質 平成14年7月15日

トョリブームドライシロップ15% マルコ製薬 (株) 塩化リゾチーム

ンロッフ用

剤 5mg/2 平 蔵 14年 7月 15日

リゾチーム塩腰塩ドフイシロッ
プ10%「YDI (株)陽進堂 嬌イ比リゾチーム

ン ロップ 用

自| 100m質/ビ 平成14年7月15日

1 ラセチダ錠10m質 諭田薬品工業 (株) セラペプターゼ
揚浴性 鉦
部| 10m2 平 成 14年 4月 15日

パン/く―ル 沢井製薬(株) プロトポルフイリンナトリウム 鮮剤 20m質 平成 15年1月31日

ポルトス錠 竹島製薬(株) プロトポルフイリンナトリウム 能剤 20m貿 平成15年1月31日

レバスダン錠 日新製薬(株) プロトポルフィリンナトリウム 能剤 20m貿 平成15年1月31日

チオセプローゼ錠 忌件皆製薬 (株) セミアルカリプロティナーゼ
暢溶性錠

剤 15m宮 平成15年1月31日

ダイ・メジンカプセル 日医工 (株)

チアミンジスクレフィド・

塩酸ピリドキシン・

酢確ヒドロキソコバラミン

カプセル
部|

lumg・

25mg,

025m質 平成 15年7月25日

2 パドラセン鋳 共和薬品工業 (株) 編酵クロカプラミン 艦剤 2馬mg 平成 16年 7月22日

ミドラセン併 馬0 共和薬品工業 (株) 塩酸クロカプラミン 簾剤 50m質 平成 16年 7月 22日


