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市販直後調査の
対象品目一覧
（平成26年10月１日現在）
◎：平成26年９月２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

市販直後調査開始年月日

アラガン・ジャパン（株）

平成26年９月29日

第一三共（株）

平成26年９月26日

ファイザー（株）

平成26年９月26日

ファイザー（株）

平成26年９月26日

大塚製薬（株）

平成26年９月26日

◎ ト レ プ ロ ス ト 注 射 液20mg， 同 注 射 液50mg， 同 注 射 液 持田製薬（株）
100mg，同注射液200mg

平成26年９月26日

販売名
◎
◎
◎
◎
◎

ビマトプロスト
グラッシュビスタ外用液剤0.03%５mL
エドキサバントシル酸塩水和物
リクシアナ錠15mg，同錠30mg＊1
ボリコナゾール
ブイフェンド錠50mg，同錠200mg，同200mg静注用＊2
メトロニダゾール
アネメトロ点滴静注液500mg
デラマニド
デルティバ錠50mg
トレプロスチニル

◎

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

サノフィ（株）

サイモグロブリン点滴静注用25mg＊3

平成26年９月19日

ドネペジル塩酸塩
◎

アリセプト錠３mg，同錠５mg，同錠10mg，同D錠３mg，同D錠
エーザイ（株）
５mg，同D錠10mg，同細粒0.5%，同内服ゼリー３mg，同内服
ゼリー５mg，同内服ゼリー 10mg，同ドライシロップ１%＊4

平成26年９月19日

アフリベルセプト（遺伝子組換え）
◎ アイリーア硝子体内注射液40mg/mL，同硝子体内注射用 バイエル薬品（株）
キット40mg/mL＊5

カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸
◎ エステル
レオ ファーマ（株）

平成26年９月19日

平成26年９月12日

ドボベット軟膏
エフトレノナコグ

アルファ（遺伝子組換え）

バイオジェン・アイデッ
◎ オルプロリクス静注用500，同静注用1000，同静注用2000，
ク・ジャパン（株）
同静注用3000
◎

アレクチニブ塩酸塩

中外製薬（株）

アレセンサカプセル20mg，同カプセル40mg
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◎

カバジタキセル

アセトン付加物

サノフィ（株）

ジェブタナ点滴静注60mg

ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢
グラクソ・スミスクライ
◎ 酸塩
ン（株）
アノーロエリプタ7吸入用

◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

①ダクラタスビル塩酸塩
②アスナプレビル

ブリストル・マイヤーズ
（株）

①ダクルインザ錠60mg
②スンベプラカプセル100mg
システアミン酒石酸塩
ニシスタゴンカプセル50mg，同カプセル150mg
カナグリフロジン水和物
カナグル錠100 mg
ニボルマブ（遺伝子組換え）
オプジーボ点滴静注20mg，同点滴静注100mg
ルキソリチニブリン酸塩
ジャカビ錠５mg
ベラグルセラーゼ アルファ（遺伝子組換え）
ビプリブ点滴静注用400単位
アビラテロン酢酸エステル
ザイティガ錠250mg
エフィナコナゾール
クレナフィン爪外用液10%
リツキシマブ（遺伝子組換え）
リツキサン注10mg/mL＊6
フェノトリン
スミスリンローション５％
タペンタドール塩酸塩
タペンタ錠25mg，同錠50mg，同錠100mg

平成26年９月４日

平成26年９月４日

平成26年９月３日

マイラン製薬（株）

平成26年９月３日

田辺三菱製薬（株）

平成26年９月３日

小野薬品工業（株）

平成26年９月２日

ノバルティス ファーマ
（株）

平成26年９月２日

シャイアー・ジャパン
（株）

平成26年９月２日

ヤンセンファーマ（株）

平成26年９月２日

科研製薬（株）

平成26年９月２日

全薬工業（株）

平成26年８月29日

クラシエ製薬（株）

平成26年８月22日

ヤンセンファーマ（株）

平成26年８月18日

フェンタニルクエン酸塩
フェントステープ１mg，同テープ２mg，同テープ４mg， 久光製薬（株）
同テープ６mg，同テープ８mg＊7
ソラフェニブトシル酸塩

バイエル薬品（株）

ネクサバール錠200mg＊8

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア
毒素結合体）
ファイザー（株）

平成26年６月20日

平成26年６月20日

平成26年６月20日

プレベナー 13水性懸濁注＊9
アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩
ザクラス配合錠LD，同配合錠HD
ナタリズマブ（遺伝子組換え）
タイサブリ点滴静注300mg
プラスグレル塩酸塩
エフィエント錠 3.75mg，同錠５mg
ベタイン

平成26年６月18日

バイオジェン・アイデッ
ク・ジャパン（株）

平成26年６月４日

第一三共（株）

平成26年５月27日

（株）レクメド

サイスタダン原末
トリフルリジン/チピラシル塩酸塩

大鵬薬品工業（株）

ロンサーフ配合錠T15，同配合錠T20
医薬品・医療機器等安全性情報
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平成26年５月27日
平成26年５月26日

2014年10月

デノスマブ（遺伝子組換え）
ランマーク皮下注120mg＊10
エンザルタミド
イクスタンジカプセル40mg
バルサルタン／シルニジピン
アテディオ配合錠
トホグリフロジン水和物
①デベルザ錠20mg
②アプルウェイ錠20mg
ルセオグリフロジン水和物
ルセフィ錠2.5mg，同錠５mg
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

第一三共（株）

平成26年５月23日

アステラス製薬（株）

平成26年５月23日

味の素製薬（株）

平成26年５月23日

①興和（株）
②サノフィ（株）

平成26年５月23日

大正製薬（株）

平成26年５月23日

ブリストル・マイヤーズ
（株）

平成26年５月23日

グラクソ・スミスクライ
ン（株）

平成26年５月16日

ノボ ノルディスク ファー
ノボエイト静注用250，同静注用500，同静注用1000，同静
マ（株）
注用1500，同静注用2000，同静注用3000

平成26年５月12日

フォシーガ錠５mg，同錠10mg
テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩
テノゼット錠300mg
ツロクトコグ

アルファ（遺伝子組換え）

クエン酸第二鉄水和物
リオナ錠250mg
アファチニブマレイン酸塩
ジオトリフ錠20mg，同錠30mg，同錠40mg，同錠50mg
トラスツズマブ

エムタンシン（遺伝子組換え）

カドサイラ点滴静注用100mg，同点滴静注用160mg
リオシグアト
アデムパス錠0.5mg，同錠1.0mg，同錠2.5mg
レボセチリジン塩酸塩
ザイザルシロップ0.05%
ドルテグラビルナトリウム
テビケイ錠50mg
ブレンツキシマブ

ベドチン（遺伝子組換え）

アドセトリス点滴静注用50mg
イプラグリフロジン

L-プロリン

スーグラ錠25mg，同錠50mg
タダラフィル
ザルティア錠2.5mg，同錠５mg

日本たばこ産業（株）

平成26年５月12日

日本ベーリンガーインゲ
ルハイム（株）

平成26年５月７日

中外製薬（株）

平成26年４月18日

バイエル薬品（株）

平成26年４月18日

グラクソ・スミスクライ
ン（株）

平成26年４月17日

ヴィーブヘルスケア（株）

平成26年４月17日

武田薬品工業（株）

平成26年４月17日

アステラス製薬（株）

平成26年４月17日

日本イーライリリー（株）

平成26年４月17日

＊１：効能追加された「非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制，静脈血栓塞栓症（深部静
脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制」
＊２：用法追加された「小児」
＊３：効能追加された「心移植，肺移植，肝移植，膵移植，小腸移植後の急性拒絶反応の治療」
＊４：効能追加された「レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制」
＊５：効能追加された「病的近視における脈絡膜新生血管」
＊６：効能追加された「難治性のネフローゼ症候群（頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合）
」
＊７：効能追加された「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」
＊８：効能追加された「根治切除不能な分化型甲状腺癌」
＊９：効能追加された「高齢者 肺炎球菌（血清型1，3，4，5，6A，6B，7F，9V，14，18C，19A，19F及び23F）による感染
症の予防」
＊10：効能追加された「骨巨細胞腫」
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