
製造販売後調査等一覧（令和3年10月現在）

薬剤名 試験の名称 対象となる方 所属 氏名

21-PD003 ベスポンサ点滴静注用1㎎ 特定使用成績調査 ベスポンサ点滴静注用1㎎を投与された全症例 契約日～2023年4月330日 血液内科 関　義信

消化器内科 須田　剛士

消化器外科
・一般外科

小杉　伸一

呼吸器・
感染症内科

高田　俊範

消化器内科 須田　剛士

消化器外科
・一般外科

小杉　伸一

19-PD001 ビーリンサイト点滴静注用35㎍
一般使用成績調査―再発又は難治性のB細胞性急性リンパ
性白血病―

ビーリンサイト点滴静注用35㎍を投与された全症例 平成30年11月～平成34年9月 血液内科 関　義信

18-PD008 ソリリス点滴静注300㎎ 全身型重症筋無力症に関する特定使用成績調査 ソリリス点滴静注300㎎が投与された全てのＭＧ患者 平成29年12月25日～平成38年12月31日 神経内科 寺島 健史

18-PD007 コパキソン皮下注20mgシリンジ 特定使用成績調査〔全例調査：多発性硬化症の再発予防〕
コパキソン皮下注20mgシリンジが投与された多発性硬化症患
者の全症例

契約日～承認条件解除時 神経内科 小澤　鉄太郎

18-PD006 リュープリンSR注射用キット11.25㎎ 特定使用成績調査〔全例調査：球脊髄性筋委縮症（SMBA）〕
リュープリンSR注射用キット11.25㎎のSMBAの進行抑制の効
能・効果の承認取得後に、リュープリンSR注射用キット11.25㎎
が投与されたSMBA患者の全症例

契約日～承認条件解除時 神経内科 小澤　鉄太郎

18-PD005 ケイセントラ静注用500,1000 使用成績調査（全例調査） ケイセントラ静注用500,1000が投与された全ての症例 平成29年12月12日～平成31年12月31日 救急科 山口　征吾

18-PD004 ダラザレックス点滴静注100㎎,400㎎
特定使用成績調査〔再発又は難治性の多発性骨髄腫〕＜プロ
トコール№DZX1L＞

ダラザレックス点滴静注100㎎,400㎎が投与された全ての症例 契約日～平成33年5月31日 血液内科 関　義信

18-PD003 テセントリク点滴静注1200㎎
使用成績調査（全例調査）－切除不能な進行・再発の非小細
胞肺癌－

テセントリク点滴静注1200㎎が投与された全症例 平成30年4月18日～平成32年10月31日
呼吸器・

感染症内科
高田　俊範

18-PD002 キイトルーダ100㎎ 使用成績調査（尿路上皮癌）
キイトルーダ100㎎が投与されたがん化学療法後に増悪した
根治切除不能な尿路上皮癌の全症例

契約日～平成32年12月24日 泌尿器科 西山　勉

18-PD001 アラグリオ顆粒剤分包1.5g 使用成績調査（全例調査）
経尿道的膀胱腫瘍切除術時における筋層非浸潤性膀胱癌の
可視化に対しアラグリオ顆粒剤分包1.5gを使用したすべての
患者

平成29年12月19日～平成31年2月28日 泌尿器科 西山　勉

17-PD011 ピートルチュアブル錠250mg，500mg 長期使用に関する特定使用成績調査 高リン血症を有する透析中の慢性腎臓病患者 契約日～平成29年5月31日 腎臓内科 飯野　則昭

17-PD010 デルティバ錠50mg 使用成績調査 デルティバ錠50mgが投与された全症例 平成26年9月26日～平成36年2月29日
呼吸器・

感染症内科
高田　俊範

17-PD009 リフキシマ錠200㎎ 使用成績調査
肝性脳症における高アンモニア血症の改善を目的にリフキシ
マ錠200㎎が投与された全症例

平成28年11月29日～平成31年11月30日 消化器内科 須田　剛士

17-PD008 アデムパス錠 使用成績調査（肺動脈性肺高血圧症） アデムパス錠が投与された全症例 契約日～平成35年3月31日 循環器内科 笠井　督雄

17-PD007 モゾビル皮下注24㎎ 使用成績調査 モゾビル皮下注24㎎が投与された全症例 契約日～平成31年3月31日 血液内科 関　義信

17-PD006 ニンラーロカプセル
使用成績調査（全例調査）〔再発又は難治性の多発性骨髄
腫〕

ニンラーロカプセルが投与された全症例 契約日～承認条件解除時 血液内科 関　義信

21-PD002 エドルミズ錠
特定使用成績調査　かん悪液質：非小細胞性肺癌，胃癌，膵
癌，大腸癌

エドルミズ錠を使用するすべての患者 令和3年4月21日～令和11年1月21日

整理番号
課　題　等　の　名　称 調査対象期間

(初回承認時)

調査責任医師
(初回承認時)

21-PD001 エンハーツ点滴静注用100mg
特定使用成績調査―胃癌患者を対象とした間質性肺疾患の
検討―

登録期間内にエンハーツ点滴静注用100mgの投与を開始する
すべての治癒切除不能な進行・再発の胃癌患者

2021年2月1日～2028年3月24日
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17-PD005 プリズバインド静注液　2.5ｇ 使用成績調査（全例調査） プリズバインド静注液2.5ｇが投与された患者 平成29年7月12日～平成32年3月31日 消化器内科 八木　一芳

17-PD004 オプジーボ点滴静注20㎎,100㎎
特定使用成績調査〔再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ
腫〕

再発又は難治性の古典的非ホジキンリンパ腫の治療を目的
にオプジーボ点滴静注20㎎,100㎎が使用される患者

契約日～平成31年12月31日 血液内科 関　義信

17-PD003 キイトルーダ100㎎ 全例調査
キイトルーダ100㎎が投与されたPD-1陽性の切除不能な進
行・再発の非小細胞性肺がんの全症例

契約日～平成32年2月18日
呼吸器・

感染症内科
大橋　和政

17-PD002 エフピーＯＤ錠2.5 使用成績調査(レボドパ非併用症例)

承認に係る効能・効果及び用法・用量に従って、エフピーＯＤ
錠2.5㎎を使用する患者のうち、登録以前にエフピーＯＤ錠2.5
㎎の投与経験がなく、かつ、レボドパ製剤を服用していない患
者

契約日～平成30年11月30日 神経内科 小澤　鉄太郎

17-PD001 エフピーＯＤ錠2.5 使用成績調査(3錠又は4錠服用症例)
承認に係る効能・効果及び用法・用量に従って、エフピーＯＤ
錠2.5㎎を使用する患者のうち、1日3錠（7．5㎎）又は4錠（10
㎎）服用予定の患者

契約日～平成30年11月30日 神経内科 小澤　鉄太郎

16-PD014 ゾシン静注用4.5
特定使用成績調査（造血器悪性腫瘍以外の悪性腫瘍を有す
る発熱性好中球減少症患者に対する安全性および有効性の
情報収集）

造血器悪性腫瘍以外の悪性腫瘍を有する発熱性好中球減少
症の患者で以下の選択基準に適合する症例
①ゾシン静注用4.5投薬開始時に15歳以上の症例
②本調査に登録したことがない症例
③ゾシン静注用4.5の安全性評価を行うことができる症例

平成29年2月22日～平成31年8月31日
呼吸器・

感染症内科
伊藤　竜

16-PD013 カイプロリス点滴静注用10mg，40mg 使用成績調査〔再発又は難治性の多発性骨髄腫〕 カイプロリス点滴静注用10mg，40mgが投与された全症例 平成29年2月23日～平成30年9月30日 血液内科 関　義信

16-PD012 タグリッソ錠40㎎，80㎎ 使用成績調査（全例調査） タグリッソ錠40㎎，80㎎を投与した全ての患者 平成29年2月28日～承認条件解除
呼吸器・

感染症内科
伊藤　竜

16-PD011 イノベロン錠 特定使用成績調査（Lennox-Gastaut症候群　全例調査）
Lennox-Gastaut症候群と診断され、イノベロン錠が投与される
全ての患者

平成28年12月22日～平成35年3月24日 神経内科 寺島 健史

16-PD010 ラジカット点滴静注バッグ30㎎ 特定使用成績調査(筋委縮性側索硬化症)
ラジカット点滴静注バッグ30㎎を初めて使用するALS患者(転
院症例の場合は転院前施設で調査を開始しているALS患者）

平成28年12月8日～平成34年10月12日 神経内科 寺島 健史

16-PD009 ジャカビ錠5㎎ 特定使用成績調査（長期使用）（骨髄線維症）

承認日以降にジャカビ錠5㎎が投与された全症例．ただし真性
多血症（既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る）へ
の効能が承認された日付以降、真性多血症患者については
「真性多血症（既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限
る）患者を対象とした特定使用成績調査」に登録する．

平成26年9月2日～平成36年7月3日 血液内科 関　義信

16-PD008 リクシアナ錠 特定使用成績調査(非弁膜症性心房細動・長期使用）

本剤投与時点（④については登録時点）で以下の基準に合致
する患者
①虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制を目的として
リクシアナ錠を初めて投与する非弁膜症性心房細動患者
②契約期間内（施設毎の契約書に基づく契約期間）かつ登録
期間内にリクシアナ錠の投与を開始した患者
③長期観察が可能な患者
④文書同意が得られた患者

平成28年12月15日～平成31年9月30日 脳神経外科 米岡　有一郎
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16-PD007 エリキュース錠2.5㎎，5㎎ 特定使用成績調査(VTE・長期使用）
承認された効能又は効果（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）、用法及び用量に
従い、新規にエリキュース錠2.5㎎，5㎎を投与された患者

平成27年7月1日～平成30年6月30日 循環器内科 廣野　暁

16-PD006 オプスミット錠 特定使用成績調査（長期使用） 肺動脈性肺高血圧症（PAH）患者 平成27年6月9日～平成34年3月26日 小児科 鈴木　博

16-PD005 リクシアナ錠 特定使用成績調査(非弁膜症性心房細動・長期使用）

本剤投与時点（④については登録時点）で以下の基準に合致
する患者
①虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制を目的として
リクシアナ錠を初めて投与する非弁膜症性心房細動患者
②契約期間内（施設毎の契約書に基づく契約期間）かつ登録
期間内にリクシアナ錠の投与を開始した患者
③長期観察が可能な患者
④文書同意が得られた患者

平成28年9月13日～平成31年9月30日 循環器内科 廣野　暁

16-PD004 アグリリンカプセル0.5㎎ 使用成績調査 アグリリンカプセル0.5㎎を投与した全症例 平成28年6月10日～平成29年12月31日 血液内科 関　義信

16-PD003 ジャカビ錠5㎎ 特定使用成績調査（長期使用）（真性多血症）
適応追加の承認日以降に、ジャカビ錠5㎎を初めて使用する
真性多血症（既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限
る）の全患者

平成26年9月2日～平成36年7月3日 血液内科 関　義信

16-PD002 レミケード点滴静注用100 川崎病の小児に関する調査
レミケード点滴静注用100を使用する川崎病の急性期の患者
(既存治療で効果不十分な場合に限る)

平成28年5月23日～平成29年10月30日 小児科 鈴木　博

16-PD001 オフェブカプセル100㎎，150㎎ 特定使用成績調査（全例調査）

特発性肺線維症患者（原則的に、特発性肺線維症患者とは最
新の米国胸部疾患学会（ATS），欧州呼吸器学会（ERS），日
本呼吸器学会（JRS），中南米胸部学会（ALAT）ガイドラインに
準じて診断された患者とする。）

平成27年8月31日～平成30年12月31日
呼吸器・

感染症内科
伊藤　竜

15-PD016 献血グロベニン-Ｉ 静注用 川崎病に係る使用成績調査 献血グロベニン-Ｉ 静注用を使用する川崎病の急性期の患者 契約日～平成29年3月31日 小児科 鈴木　博

15-PD015 サムスカ錠7.5㎎，15㎎，30㎎ 使用成績調査（ADPKD）

「腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速
い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制」の適応症で
2014年3月24日以降にサムスカ錠7.5㎎，15㎎，30㎎が投与さ
れた患者全例

平成26年3月24日～
平成34年3月23日 腎臓内科 飯野　則昭

15-PD014 献血ヴェノグロブリンＩＨ 5%静注 特定使用成績調査（全身型重症筋無力症）
全身型重症筋無力症（ステロイド剤又はステロイド剤以外の免
疫抑制剤が十分に奏功しない場合に限る）に献血ヴェノグロブ
リンＩＨ 5%静注の投与が確認された患者

平成28年2月10日～未定
（当局との協議が終了するまで）

神経内科 小澤　鉄太郎

15-PD013 ロミプレート皮下注 250㎍調製用 特定使用成績調査―長期使用に関する調査―

慢性特発性血小板減少性紫斑病（ITP）の患者に対しロミプ
レート皮下注 250㎍調製用販売開始から5年までの間に投与
を開始した全ての患者（慢性ITP以外の患者に投与を行った患
者も調査の対象とする）

契約日～平成31年3月31日 血液内科 関　義信

15-PD012 イノベロン錠 特定使用成績調査（Lennox-Gastaut症候群　全例調査）
Lennox-Gastaut症候群と診断され、イノベロン錠が投与される
全ての患者

平成28年2月16日～平成35年3月24日 小児科 鈴木　博

15-PD011 オプジーボ点滴静注20㎎,100㎎ 特定使用成績調査〔切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〕
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌の治療を目的にオプ
ジーボ点滴静注20㎎,100㎎が使用される患者

平成28年2月5日～平成30年5月31日
呼吸器・

感染症内科
鈴木　和夫
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15-PD009
イーケプラ錠250㎎,500㎎，イーケプ
ラﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50％

使用成績調査（単剤療法）

以下の全ての条件を満たす患者
①過去にイーケプラの使用経験がない患者
②てんかんの部分発作(二次性全般化発作を含む）を有する
患者
③イーケプラ投与開始時の年齢が4歳以上の患者
④イーケプラ投与開始時に他の抗てんかん薬の治療を受けて
いない患者

契約日～平成29年2月28日 神経内科 小澤　鉄太郎

15-PD008 メサペイン錠 使用成績調査（全例調査） メサペイン錠を投与する全ての患者 平成28年1月25日～平成32年9月30日 消化器外科 佐藤　洋

15-PD007 献血グロベニン-Ｉ静注用
スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症に係
る使用成績調査

スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症に対
し献血グロベニン-Ｉ静注用が投与された患者

平成28年2月9日～平成29年12月31日 皮膚科 藤原　浩

15-PD006 リオナ錠250㎎ 特定使用成績調査（長期投与）

以下の患者に対し、リオナ錠250㎎が1年以上投与された症例
①高リン血症を有する血液透析施行中の慢性腎臓病患者
②高リン血症を有する腹膜透析施行中の慢性腎臓病患者
③高リン血症を有する透析導入前(保存期)の慢性腎臓病患者

平成28年2月10日～平成32年1月31日 腎臓内科 飯野　則昭

15-PD005 ドプラム注射液400㎎ 未熟児無呼吸発作に関する特定使用成績調査

早産・低出生体重児における原発性無呼吸(未熟児無呼吸発
作，ただし、キサンチン製剤による治療で十分な効果が得られ
ない場合に限る）の治療を目的にドプラム注射液400㎎が使用
される患者

平成28年2月9日～平成30年6月30日 小児科 和田　雅樹

15-PD004 イロクテイト静注用 使用成績調査 イロクテイト静注用を投与されている患者 平成28年2月9日～平成31年3月8日 血液内科 関　義信

15-PD003 ナーブロック筋注 2500単位 使用成績調査―痙性斜頸に関する調査―（全例調査）
ナーブロック筋注2500単位をはじめて投与される痙性斜頸の
患者

平成27年11月2日～平成31年1月20日 神経内科 小澤　鉄太郎

15-PD002 ネスプ注射液ﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ
特定使用成績調査「骨髄異形成症候群に伴う貧血における調
査」

MDSに伴う貧血の治療を目的に2018年2月までにネスプ注射
液ﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ の投与を新たに開始した全ての患者

平成28年2月5日～平成36年2月29日 血液内科 関　義信

15-PD001 イムセラｶﾌﾟｾﾙ0.5㎎ 多発性硬化症 使用成績調査
多発性硬化症の治療を目的にイムセラｶﾌﾟｾﾙ0.5㎎が使用され
る患者

平成23年11月28日～平成30年5月31日 神経内科 寺島 健史
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