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医療用医薬品再評価結果 平成１８年度（その２）について 
 

 

 今般、別表の１２４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。 

                                                                             



医療用医薬品再評価結果
平成１８年度（その２）について

昭和 年薬事法改正以後に再評価に指定された成分54
に対する再評価結果

（昭和 年 月 日薬発第 号薬務局長通知63 5 30 456
に基づく再評価）

（その４８）

＜品質第２７回＞



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 剤型 含量 再評価指定年月日

1 ダナンカプセル１００ 東和薬品（株） ダナゾール
カプセル
剤 100mg 平成9年2月24日

2 ホセボーンカプセル「１００」 辰巳化学（株） ダナゾール
カプセル
剤 100mg 平成9年2月24日

3 オイスロンカプセル ナガセ医薬品（株） ダナゾール
カプセル
剤 100mg 平成9年2月24日

4 エスデラートカプセル 日新製薬（株） ダナゾール
カプセル
剤 100mg 平成9年2月24日

5 ダイナゾールカプセル１００ 富士製薬工業（株） ダナゾール
カプセル
剤 100mg 平成9年2月24日

6 セルベックス細粒１０％ エーザイ（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

7
デプレノン細粒１０％「ＯＨＡＲ
Ａ」 大原薬品工業（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

8 テルペノン細粒 共和薬品工業（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

9 コバルノン細粒 小林薬学工業（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

10 セフタック細粒１０％ 沢井製薬（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

11 エトマック細粒１０％ （株）三和化学研究所 テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

12 セルパス細粒 シー・エイチ・オー新薬（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

13 セルテプノン細粒１０％ 大正薬品工業（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

14 セループ細粒１０％ 大洋薬品工業（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

15 アントベックス細粒１０％ 長生堂製薬（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

16 デムナロン細粒１０％ 鶴原製薬　（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

17 イナノニン細粒１０％ 東洋ファルマー（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

18 エクペック細粒 東和薬品　（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

19 アンタゴスチン細粒１０％ （株）　陽進堂 テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

20 アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ ファイザー（株） サラゾスルファピリジン
腸溶性錠
剤 250mg 平成15年4月22日

21 ポンタールカプセル125mg 三共（株） メフェナム酸
カプセル
剤 125mg 平成15年4月22日

22 ポンタールカプセル250mg 三共（株） メフェナム酸
カプセル
剤 250mg 平成15年4月22日

23 ノイリトールC （株）イセイ メフェナム酸
カプセル
剤 250mg 平成15年4月22日

24 ルメンタール 長生堂製薬（株） メフェナム酸
カプセル
剤 250mg 平成15年4月22日

25 オコーナーカプセル250 東洋ファルマー（株） メフェナム酸
カプセル
剤 250mg 平成15年4月22日

26 マイカサールカプセル 東和薬品（株） メフェナム酸
カプセル
剤 250mg 平成15年4月22日

27
バファメリチンM「カプセル」
250 ニプロファーマ（株） メフェナム酸

カプセル
剤 250mg 平成15年4月22日

28 ヨウフェナム「カプセル」 （株）陽進堂 メフェナム酸
カプセル
剤 250mg 平成15年4月22日

29 イトリゾールカプセル５０ ヤンセン　ファーマ（株） イトラコナゾール
カプセル
剤 50mg 平成15年7月25日

30 ジセタミン錠２５ 塩野義製薬（株）
ジセチアミン塩酸塩（塩酸ジセ
チアミン） 錠剤 25mg 平成15年7月25日

31 メバロチン細粒０．５％ 三共（株） プラバスタチンナトリウム 細粒剤 5mg/g 平成16年1月21日

32 メバロチン細粒１％ 三共（株） プラバスタチンナトリウム 細粒剤 10mg/g 平成16年1月21日

33 メバトルテ細粒１％ 大正薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 細粒剤 10mg/g 平成16年1月21日

34 メバロチン錠５ 三共（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

35 プラバメイト錠５ｍｇ 大原薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

36
プラバスタチンNa錠５ｍｇ「ア
メル」 共和薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日



37 メバリリン錠５ （株）ケミックス プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

38 プラバスタチンNa錠５「KN」 小林化工（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

39 プラメバン錠５ 小林薬学工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

40 プラバチン錠５ 沢井製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

41 メバラス錠５ｍｇ （株）三和化学研究所 プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

42 メバトルテ錠５ 大正薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

43 プラバロン錠５ ダイト（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

44 アルセチン錠５ 大洋薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

45 タツプラミン錠５ｍｇ 辰巳化学（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

46 プラバピーク錠５ｍｇ 東洋ファルマー（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

47 メバレクト錠５ｍｇ 東菱薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

48 マイバスタン錠５ｍｇ 東和薬品　（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

49 メバリッチ錠５ 日新製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

50 メバン錠５ 日医工（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

51 プラバスタン錠５ 日本薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

52 コレリット錠５ｍｇ 扶桑薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

53
プラバスタチンナトリウム錠
「陽進」５ｍｇ （株）陽進堂 プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

54 メバロチン錠１０ 三共（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

55 プラバメイト錠１０ｍｇ 大原薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

56
プラバスタチンNa錠１０ｍｇ
「アメル」 共和薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

57 メバリリン錠１０ （株）ケミックス プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

58 プラバスタチンNa錠１０「KN」 小林化工（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

59 プラメバン錠１０ 小林薬学工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

60 プラバチン錠１０ 沢井製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

61 リダックM錠１０ サンノーバ（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

62 メバラス錠１０ｍｇ （株）三和化学研究所 プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

63 プラバロン錠１０ ダイト（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

64 メバトルテ錠１０ 大正薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

65 アルセチン錠１０ 大洋薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

66 タツプラミン錠１０ｍｇ 辰巳化学（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

67
プラバスタチンナトリウム錠１０
ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

68 メバレクト錠１０ｍｇ 東菱薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

69 プラバピーク錠１０ｍｇ 東洋ファルマー（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

70 マイバスタン錠１０ｍｇ 東和薬品　（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

71 メバン錠１０ 日医工（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

72 メバリッチ錠１０ 日新製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

73 プラバスタン錠１０ 日本薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

74 コレリット錠１０ｍｇ 扶桑薬品工業（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

75
プラバスタチンNa塩錠１０ｍｇ
「メルク」 メルク製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日



76
プラバスタチンナトリウム錠
「陽進」10mg （株）陽進堂 プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

77 イソプリノシン錠 持田製薬（株） イノシンプラノベクス 錠剤 400mg 平成16年4月12日

78 ハイドレアカプセル５００ｍｇ ブリストル製薬（有） ヒドロキシカルバミド
カプセル
剤 500mg 平成16年4月12日

79 マーゲサンＰ 共和薬品工業（株）
ジサイクロミン塩酸塩（塩酸ジシ
クロベリン） 散剤 100mg/g 平成16年7月22日

80 フスゼミンＣＰカプセル 大洋薬品工業（株）
ペントキシベリンクエン酸塩（ク
エン酸ペントキシベリン）

カプセル
剤 30mg 平成16年7月22日

81 コバシル錠２ｍｇ 第一製薬（株） ペリンドプリルエルブミン 錠剤 2mg 平成16年7月22日

82 コバシル錠４ｍｇ 第一製薬（株） ペリンドプリルエルブミン 錠剤 4mg 平成16年7月22日

83 ジルテック錠５ ユーシービージャパン（株）
セチリジン塩酸塩（塩酸セチリ
ジン） 錠剤 5mg 平成16年7月22日

84 ジルテック錠１０ ユーシービージャパン（株）
セチリジン塩酸塩（塩酸セチリ
ジン） 錠剤 10mg 平成16年7月22日

85 ラミシール錠１２５ｍｇ ノバルティス　ファーマ（株）
テルビナフィン塩酸塩（塩酸テ
ルビナフィン） 錠剤 125mg 平成16年7月22日

86 ルテジオン錠 あすか製薬（株）
クロルマジノン酢酸エステル（酢
酸クロルマジノン）・メストラノー 錠剤

2mg・
0.05mg 平成16年7月22日

87 アムロジン錠２．５ 大日本住友製薬（株）
アムロジピンベシル酸塩（ベシ
ル酸アムロジピン） 錠剤 2.5mg 平成16年11月25日

88 ノルバスク錠２．５ｍｇ ファイザー（株）
アムロジピンベシル酸塩（ベシ
ル酸アムロジピン） 錠剤 2.5mg 平成16年11月25日

89 アムロジン錠５ 大日本住友製薬（株）
アムロジピンベシル酸塩（ベシ
ル酸アムロジピン） 錠剤 5mg 平成16年11月25日

90 ノルバスク錠５ｍｇ ファイザー（株）
アムロジピンベシル酸塩（ベシ
ル酸アムロジピン） 錠剤 5mg 平成16年11月25日

91 複合エピサネートＧ顆粒 大洋薬品工業（株）

ピペタナート塩酸塩（塩酸ピペ
タナート）・Ｌ－グルタミン・水酸
化アルミニウム・炭酸水素ナトリ
ウム共沈物 顆粒剤

3mg/g,600
mg/g,200
mg 平成16年11月25日

92 ロコルナール細粒 持田製薬（株） トラピジル 細粒剤 100mg/g 平成17年3月9日

93 ロコルナール錠 持田製薬（株） トラピジル 錠剤 50mg 平成17年3月9日

94 カルナコール５０ 沢井製薬（株） トラピジル 錠剤 50mg 平成17年3月9日

95 アンギクロメン錠５０ 大洋薬品工業（株） トラピジル 錠剤 50mg 平成17年3月9日

96 エステリノール錠５０ｍｇ 高田製薬（株） トラピジル 錠剤 50mg 平成17年3月9日

97 セオアニン錠５０ マルコ製薬（株） トラピジル 錠剤 50mg 平成17年3月9日

98 ロコルナール錠１００ｍｇ 持田製薬（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

99 ペルカラート （株）イセイ トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

100 トラピロイド錠１００ｍｇ 共和薬品工業（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

101 カルナコール１００ 沢井製薬（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

102 ロコジル錠１００ ダイト（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

103 アンギクロメン錠１００ 大洋薬品工業（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

104 エステリノール錠１００ｍｇ 高田製薬（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

105 ナルコルト錠「１００」 辰巳化学（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

106 オールパールン錠 鶴原製薬（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

107 アンアンギ錠１００ 東和薬品　（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

108 セオアニン錠１００ マルコ製薬（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

109 トクレススパンスールカプセル 大日本住友製薬（株）
ペントキシベリンクエン酸塩（ク
エン酸ペントキシベリン）

徐放性カ
プセル剤 30mg 平成17年3月9日



110 ウインタミン細粒（１０％） 塩野義製薬（株）

クロルプロマジンフェノールフタ
リン酸塩（フェノールフタリン酸ク
ロルプロマジン） 細粒剤 180mg/g 平成17年3月9日

111
グリセロリン酸カルシウム「イワ
キ」 岩城製薬（株） グリセロリン酸カルシウム 散剤 1g/g 平成17年3月9日

112
ニッパスカルシウム錠（０．２５
ｇ） 田辺製薬　（株） パラアミノサリチル酸カルシウム 錠剤 250mg 平成17年3月9日

113 アカルディカプセル１．２５
日本ベーリンガーインゲルハ
イム（株） ピモベンダン

カプセル
剤 1.25mg 平成17年3月9日

114 アカルディカプセル２．５
日本ベーリンガーインゲルハ
イム（株） ピモベンダン

カプセル
剤 2.5mg 平成17年3月9日

115 ガスモチン錠２．５ｍｇ 大日本住友製薬（株） モサプリドクエン酸塩 錠剤 2.5mg 平成17年3月9日

116 ガスモチン錠５ｍｇ 大日本住友製薬（株） モサプリドクエン酸塩 錠剤 5mg 平成17年3月9日

117 ペンタサ錠２５０ 日清キョーリン製薬（株） メサラジン 錠剤 250mg 平成17年3月9日

118 メイアクトＭＳ小児用細粒 明治製菓（株） セフジトレン　ピボキシル 細粒剤 100mg/g 平成17年3月9日

119 スパラ錠１００ｍｇ 大日本住友製薬（株） スパルフロキサシン 錠剤 100mg 平成17年3月9日

120 エフピー錠２．５ エフピー（株）
セレギリン塩酸塩（塩酸セレギリ
ン） 錠剤 2.5mg 平成17年3月9日

121 グルコバイ錠５０ｍｇ バイエル薬品（株） アカルボース 錠剤 50mg 平成17年3月9日

122 グルコバイ錠１００ｍｇ バイエル薬品（株） アカルボース 錠剤 100mg 平成17年3月9日

123 スタラシドカプセル５０ 日本化薬（株） シタラビン　オクホスファート
カプセル
剤 50mg 平成17年3月9日

124 スタラシドカプセル１００ 日本化薬（株） シタラビン　オクホスファート
カプセル
剤 100mg 平成17年3月9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 ボンゾールカプセル100 東京田辺製薬（株） ダナゾール
カプセル
剤 100mg 平成9年2月24日

2
ダナゾールカプセル100「マ
ルコ」 マルコ製薬（株） ダナゾール

カプセル
剤 100mg 平成9年2月24日

3 バキサールカプセル100 メディサ新薬（株） ダナゾール
カプセル
剤 100mg 平成9年2月24日

4 クラーレン細粒10% 大原薬品工業（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

5 テルペナ細粒 日本医薬品工業（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

6 テプレン細粒10% 原沢製薬（株） テプレノン 細粒剤 100mg/g 平成15年1月31日

7 ナムフェン-カプセル 日本ヘキサル（株） メフェナム酸
カプセル
剤 250mg 平成15年4月22日

8 メバラチオン錠5mg 長生堂製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

9 ミンドロチン錠5mg マルコ製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 5mg 平成16年1月21日

10 メバラチオン錠10mg 長生堂製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

11 メバスロリン10mg錠 鶴原製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

12 ミンドロチン錠10mg マルコ製薬（株） プラバスタチンナトリウム 錠剤 10mg 平成16年1月21日

13 レスポリミン散 鶴原製薬（株）
ジサイクロミン塩酸塩（塩酸ジシ
クロベリン） 散剤 100mg/g 平成16年7月22日

14 トレッター ニプロジェネファ（株） トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

15 トラピジャスト (株)陽進堂 トラピジル 錠剤 100mg 平成17年3月9日

3．現在も再評価中である医薬品 

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 メフェナムサンカプセル 昭和薬品化工（株） メフェナム酸
カプセル
剤 250mg 平成15年4月22日
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