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Ⅹ．管理的事項に関する項目 
 

１．規制区分 

製 剤：ユリス®錠 0.5mg・1mg・2mg   処方箋医薬品注） 

注）注意－医師等の処方箋により使用すること 

有効成分：ドチヌラド 該当しない 

 

２．有効期間 

3 年 

 

３．包装状態での貯法 

室温保存 

 

４．取扱い上の注意点 

該当しない 

 
５．患者向け資材 

患者向医薬品ガイド：なし 

くすりのしおり：あり 

 

６．同一成分・同効薬 

同一成分：なし 

同効薬：トピロキソスタット、フェブキソスタット、アロプリノール、ベンズブロマロン 

先発医薬品：該当しない 

一物二名称：該当しない 

 

７．国際誕生年月日 

2020 年 1月 23 日（日本） 

 

８．製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日 
販売名 製造販売承認年月日 承認番号 薬価基準収載年月日 販売開始年月日 

ユリス錠

0.5mg 

2020年 1 月 23 日 

30200AMX00020000 

2020年 4 月 22 日 2020年 5 月 25 日 
ユリス錠

1mg 
30200AMX00021000 

ユリス錠

2mg 
30200AMX00022000 

  

９．効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容 

該当しない 

 

１０．再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容 

該当しない 
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１１．再審査期間 

8 年：2020年 1 月 23 日～2028 年 1月 22 日 

 

１２．投薬期間制限に関する情報 

本剤は新医薬品であるため、厚生労働省告示第 107 号（平成 18 年 3月 6 日付）に基づき、2021

年 4 月末日までは、投薬は 1 回 14日分を限度とされている。 

 

１３．各種コード 

販売名 
厚生労働省 

薬価基準収載 

医薬品コード 

個別医薬品 

コード 

（YJコード） 

HOT（9桁） 

番号 

レセプト電算 

処理システム用 

コード 

ユリス錠 0.5mg 3949005F1022 3949005F1022 127036501 622703601 

ユリス錠 1mg 3949005F2029 3949005F2029 127037201 622703701 

ユリス錠 2mg 3949005F3025 3949005F3025 127038901 622703801 

 
１４．保険給付上の注意 

該当しない  


	表紙
	医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要
	目　　次
	略語表
	Ⅰ．概要に関する項目
	１． 開発の経緯
	２． 製品の治療学的特性
	３． 製品の製剤学的特性
	４． 適正使用に関して周知すべき特性
	５． 承認条件及び流通・使用上の制限事項
	６． ＲＭＰの概要

	Ⅱ．名称に関する項目
	１． 販売名
	２． 一般名
	３． 構造式又は示性式
	４． 分子式及び分子量
	５． 化学名（命名法）又は本質
	６． 慣用名、別名、略号、記号番号

	Ⅲ．有効成分に関する項目
	１． 物理化学的性質
	２． 有効成分の各種条件下における安定性
	３． 有効成分の確認試験法、定量法

	Ⅳ．製剤に関する項目
	１． 剤形
	２． 製剤の組成
	３． 添付溶解液の組成及び容量
	４． 力価
	５． 混入する可能性のある夾雑物
	６． 製剤の各種条件下における安定性
	７． 調製法及び溶解後の安定性
	８． 他剤との配合変化（物理化学的変化）
	９． 溶出性
	１０． 容器・包装
	１１． 別途提供される資材類
	１２． その他

	Ⅴ．治療に関する項目
	１． 効能又は効果
	２． 効能又は効果に関連する注意
	３． 用法及び用量
	４． 用法及び用量に関連する注意
	５． 臨床成績
	(１) 臨床データパッケージ
	(２) 臨床薬理試験
	(３) 用量反応探索試験
	(４) 検証的試験
	(５) 患者・病態別試験
	(６) 治療的使用
	(７) その他


	Ⅵ．薬効薬理に関する項目
	１． 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群
	２． 薬理作用

	Ⅶ．薬物動態に関する項目
	１． 血中濃度の推移
	２． 薬物速度論的パラメータ
	３． 母集団（ポピュレーション）解析
	４． 吸収
	５． 分布
	６． 代謝
	７． 排泄
	８． トランスポーターに関する情報（in vitro）
	９． 透析等による除去率
	１０． 特定の背景を有する患者
	１１． その他

	Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目
	１． 警告内容とその理由
	２． 禁忌内容とその理由
	３． 効能又は効果に関連する注意とその理由
	４． 用法及び用量に関連する注意とその理由
	５． 重要な基本的注意とその理由
	６． 特定の背景を有する患者に関する注意
	７． 相互作用
	８． 副作用
	９． 臨床検査結果に及ぼす影響
	１０． 過量投与
	１１． 適用上の注意
	１２． その他の注意

	Ⅸ．非臨床試験に関する項目
	１． 薬理試験
	２． 毒性試験

	Ⅹ．管理的事項に関する項目
	１． 規制区分
	２． 有効期間
	３． 包装状態での貯法
	４． 取扱い上の注意点
	５． 患者向け資材
	６． 同一成分・同効薬
	７． 国際誕生年月日
	８． 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日
	９． 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容
	１０． 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容
	１１． 再審査期間
	１２． 投薬期間制限に関する情報
	１３． 各種コード
	１４． 保険給付上の注意

	ⅩⅠ．文献
	１． 引用文献
	２． その他の参考文献

	ⅩⅡ．参考資料
	１． 主な外国での発売状況
	２． 海外における臨床支援情報

	ⅩⅢ．備考
	その他の関連資料


