
薬事委員会報告

平成30年1月17日に薬事委員会を開催いたしましたので、その審議結果をお知らせいたします。
可決した薬品に関するメーカーの広報活動は順次開始いたしますのでご了承ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

平成30年2月2日

薬品名 メーカー

規格包装 先・後発

新規採用

削除薬品名
削除規格包装審議結果

ソセゴン注射液　15mg 丸石製薬

15MG 1MLX50A

ペンタジン注射液１５

15㎎ 1mlX50A

可

テトラビック皮下注シリンジ 田辺三菱製薬

(4ｺﾝﾜｸﾁﾝ) 0.5MLX1本

クアトロバック皮下注シリンジ

(4ｺﾝﾜｸﾁﾝ)0.5MLX1

可

ダイアップ坐剤6 高田製薬

6㎎  50個

ダイアップ坐剤１0

10㎎ 50個

可

ナルサス錠2mg 第一三共

2㎎ PTP  100T

ペンタジン錠２５

25㎎ PTP 100T

可

ナルサス錠6mg 第一三共

6㎎ PTP  100T

レザルタス配合錠ＨＤ

20/16㎎ PTP 100T

可

ナルラピド錠１㎎ 第一三共

1㎎ PTP  100T

インテバンＳＰ　２５㎎

25MG PTP100CAP

可

トルツ皮下注80mgオートインジェクター 日本イーライリリー

80㎎ 1ｵ-ﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀ-

コセンティクス皮下注150mgシリンジ

150MG 1ｼﾘﾝｼﾞ

可

ベンリスタ点滴静注用120mg グラクソ・スミスクライン

120㎎ 1V

ケナログ口腔用軟膏

0.1% 5ｇX10入

可

ベンリスタ皮下注200mgオートインジー グラクソ・スミスクライン

ｵ-ﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀ-200MG1ｷｯﾄ

アドフィードバップ４０ｍｇ

6枚X50

可

モサプリドクエン酸塩散1％「日医工」 日医工

｢日医工｣ 0.5GX600 後発品

エンシュア・リキッド（バニラ）

250mlX24入

可

ラコールＮＦ配合経腸用液(ｺｰﾋｰﾌﾚｰﾊﾞｰ) 大塚工場

ｺ-ﾋ-ﾌﾚ-ﾊﾞ- 200MLX24

ﾗｺｰﾙNF配合経腸用液(ﾐﾙｸﾌﾚｰﾊﾞｰ)

ﾐﾙｸﾌﾚ-ﾊﾞ-200MLX24

可

リクシアナＯＤ錠15mg 第一三共

15㎎ PTP  100T

リクシアナ錠１５mg

15MG PTP100T

可

リクシアナＯＤ錠30mg 第一三共

30㎎ PTP  100T

リクシアナ錠３０mg

30MG PTP100T

可

リクシアナＯＤ錠60mg 第一三共

60㎎ PTP  100T

リクシアナ錠６０mg

60MG PTP 100T

可

ボグリボースＯＤ錠0.2mg「ケミファ」 日本ケミファ

0.2㎎ PTP  100T 後発品

ボグリボースＯＤ錠0.2mg「タイヨー」

0.2MG PTP 100T

可

ボグリボースＯＤ錠0.3mg「ケミファ」 日本ケミファ

0.3㎎ PTP  100T 後発品

ボグリボースＯＤ錠0.3mg「タイヨー」

0.3MG PTP 100T

可

アコアラン静注用６００ 日本血液製剤機構

600国際単位12MLX1V

ノイアート静注用１５００単位

1500単位 1V

可

プログラフ顆粒0.2mg アステラス

0.2MG 0.1GX50ﾎｳ

ノイトロジン注１００ug

100ug 10V

可

ルパフィン錠10mg 田辺三菱製薬

10㎎ PTP 100T

エバスチン錠10mg「サワイ」

10MG PTP 100T

可
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薬品名 メーカー

規格包装 先・後発

新規採用

削除薬品名
削除規格包装審議結果

ミケルナ配合点眼液 大塚製薬

2.5MLX10本

グラナテック点眼液0.4%5mL

0.4% 5MLX5

可

ケイセントラ静注用５００ ＣＳＬベーリング

500国際単位 1V

ザクラス配合錠ＨＤ

PTP 100T

可

ケトコナゾールクリーム2％「JG」 日本ジェネリック

2% 10ｇX10本

ハイシー顆粒２５％

25% ﾊﾞﾗ 500ｇ

可

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑﾃｰﾌﾟ30mg｢ﾕｰﾄｸ｣ 祐徳薬品工業

30㎎ 7枚X10袋

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑﾃｰﾌﾟ15mg｢ﾕｰﾄｸ」

15MG7ﾏｲX10ﾌｸﾛ

可

カロナール坐剤１００ あゆみ製薬

100MG 200ｺ

アルピニー坐剤100

100㎎ 100個

可

カロナール細粒２０％ あゆみ製薬

20% ﾊﾞﾗ 100G 後発品

コカールドライシロップ４０％

40% ﾊﾞﾗ100G

可

フロセミド錠10mg「武田テバ」 武田テバファーマ

10㎎ PTP  100T 後発品

テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」

PTP 100T

可

アミノレバンEN配合散（フルーツ味） 大塚製薬

50ｇX21包

アミノレバンＥＮ配合散

50ｇX21包

可

エルカルチンＦＦ内用液10％分包5mL 大塚製薬

10% 5MLX10包

ｴﾙｶﾙﾁﾝＦＦ内用液10％(10mL瓶包装)

10% 10ML 10ﾋﾞﾝ

可

ｸﾞﾙﾃｽﾄNeoｾﾝｻｰ（ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ包装500枚入） 三和化学研究所

25枚入×20箱

グルテストセンサー

25枚

可

ｸﾞﾙﾃｽﾄｱｲﾎﾞｯｸｽA25(ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ包装25枚入） 三和化学研究所

測定器1台+ｾﾝｻｰ1箱

グルテストエブリ可
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薬品名 メーカー

規格包装 先・後発

臨時採用

削除薬品名
削除規格包装審議結果

アメパロモカプセル250mg ファイザー

250mg ﾊﾞﾗ 12CAP

可

リアルダ錠1200mg 持田製薬

1200MG PTP 56T

可

ベタニス錠50mg アステラス

50MG PTP 100T

可

マヴィレット配合錠 アッヴィ

PTP   42T

可

エンシュア・リキッド(バニラ) アボットｼﾞｬﾊﾟﾝ

250mlX24入

可

アミノレバンEN配合散（コーヒー味） 大塚製薬

50ｇX21包

可

ヒマシ油「日医工」 日医工

500ML

可
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薬品名 メーカー

規格包装 先・後発

院外限定採用

削除薬品名
削除規格包装審議結果

マヴィレット配合錠 アッヴィ 可

アミノレバンEN配合散（コーヒー味） 大塚製薬

50ｇ

可

トレリーフＯＤ錠50mg 大日本住友

50㎎

可

オルメサルタンＯＤ錠5mg「DSEP」 第一三共エスファ

5㎎ 後発品

可

オルメサルタンＯＤ錠10mg「DSEP」 第一三共エスファ

10㎎ 後発品

可

オルメサルタンＯＤ錠40mg「DSEP」 第一三共エスファ

40㎎ 後発品

可

ジャドニュ顆粒分包90mg ノバルティス

90㎎

可

ジャドニュ顆粒分包360mg ノバルティス

360㎎

可

クレメジン速崩錠500mg 田辺三菱製薬 可

サムスカ顆粒１％ 大塚製薬

1%

可

ビオフェルミン錠剤 ビオフェルミン 可

ミヤＢＭ錠 ミヤリサン

SP

可

レザルタス配合錠ＨＤ 第一三共 可

インテバンSP25 帝國製薬

25㎎ 後発品

可

アドフィードパップ40mg 科研製薬

10X14㎝

可

エンシュア・リキッド(バニラ） アボットｼﾞｬﾊﾟﾝ 可

ラコールＮＦ配合経腸用液(ﾐﾙｸﾌﾚｰﾊﾞｰ) 大塚製薬

ﾐﾙｸﾌﾚ-ﾊﾞ-

可

エバスチン錠10mg「サワイ」 沢井製薬

10㎎ 後発品

可

グラナテック点眼液0.4％ 興和創薬

0.4%

可

ザクラス配合錠ＨＤ 武田薬品工業 可

テラムロ配合錠ＡＰ「DSEP」 第一三共エスファ

後発品

可
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薬品名 メーカー

規格包装 先・後発

新規採用（後発品）

削除薬品名
削除規格包装審議結果

ピアーレシロップ６５％ 日本化薬

500mL×1本 後発品

ﾗｸﾂﾛｰｽｼﾛｯﾌﾟ60％「コーワ」

600㎎ 500ml

可

ケーサプライ錠600mg アルフレッサ

PTP  100T 後発品

スローケー錠６００ｍｇ

600㎎ PTP  100T

可

パーキストン配合錠Ｌ１００ 小林化工

100㎎ PTP  100T 後発品

メネシット配合錠１００ｍｇ

100㎎ PTP 100T

可

ポトレンド配合錠「トーワ」 東和薬品

PTP  100T 後発品

ウラリット配合錠

PTP  100T

可

イルベサルタンＯＤ錠100mg「トーワ」 東和薬品

100㎎ PTP  100T 後発品

イルベタン錠１００㎎

100MG PTP100T

可

ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠5mg「三和」 三和化学

｢三和｣ PTP  100T 後発品

グルファスト錠　１０㎎

10㎎ PTP  100T

可

ﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ﾓﾒﾀｿﾞﾝ軟膏0.1％「ｲﾜｷ」 岩城製薬

0.1% 5ｇX10 後発品

フルメタ軟膏　０．１％

0.1% 5ｇX10

可

ボリコナゾール錠50mg「タカタ」 高田製薬

50㎎ PTP   50T 後発品

ブイフェンド錠５０㎎

50㎎ PTP 50T

可

ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 東和薬品

2㎎ PTP   56T 後発品

レキップＣＲ錠２mg

2MG PTP 112T(14TX8)

可

トラセミド錠4mg「ＫＯ」 寿製薬

4㎎ PTP  100T 後発品

ルプラック錠　４㎎

4㎎ PTP 100T

可

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ600mg「日医工」 日医工

600㎎日医工 84包 後発品

エパデールＳ６００（スティック）

600㎎  84包

可

ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg「日医工」 日医工

900㎎日医工 84包 後発品

エパデールＳ９００（スティック）

900㎎ 84包

可

デルモゾールＧ軟膏 岩城製薬

5ｇX10 後発品

リンデロン－ＶＧ軟膏0.12％

0.12%5GX10ｲﾘ

可

デルモゾールＧクリーム 岩城製薬

5ｇX10 後発品

リンデロン－ＶＧクリーム0.12％

0.12% 5ｇX10入

可

スピラゾン軟膏0.3％ 岩城製薬

0.3% 5ｇX10 後発品

リドメックスｺｰﾜ軟膏0.3％

0.3% 5GX10

可

スピラゾンローション0.3％ 岩城製薬

0.3% 10ｇX10 後発品

ﾘﾄﾞﾒｯｸｽｺｰﾜﾛｰｼｮﾝ0.3％

10ｇX10入

可

ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑBS注300μ gｼﾘﾝｼﾞ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 持田製薬

0.7mLX1 後発品

グランシリンジＭ３００

300ug 0.7mlX1筒

可

オランザピンＯＤ錠5mg「トーワ」 東和薬品

5㎎ PTP  100T 後発品

ジプレキサザイディス錠５㎎

5MG PTP70T

可
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薬品名 メーカー

規格包装 先・後発

院外限定採用（先発品）

削除薬品名
削除規格包装審議結果

ラクツロース・シロップ60％「コーワ」 興和創薬

60%

可

スローケー錠600mg ノバルティス

600㎎

可

メネシット配合錠１００ ＭＳＤ

100㎎

可

ウラリット配合錠 日本ケミファ 可

イルベタン錠100mg 塩野義製薬

100㎎

可

グルファスト錠10mg 武田薬品工業

10㎎

可

フルメタ軟膏0.1％ 塩野義製薬

0.1%

可

ブイフェンド錠50mg ファイザー

50㎎

可

レキップＣＲ錠2mg グラクソ・スミスクライン

2㎎

可

ルプラック錠4mg 大正富山医薬

4㎎

可

エパデールＳ６００ 持田製薬

600㎎

可

エパデールＳ９００ 持田製薬

900㎎

可

リンデロン－ＶＧ軟膏0.12％ 塩野義製薬

0.12%

可

リンデロン－ＶＧクリーム0.12％ 塩野義製薬

0.12%

可

リドメックスコーワ軟膏0.3％ 興和創薬 可

リドメックスコーワローション0.3％ 興和創薬 可

ジプレキサザイディス錠5mg 日本イーライリリー

5㎎

可
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薬品名 メーカー

規格包装 先・後発

削除薬品

削除薬品名
削除規格包装審議結果

アイミクス配合錠ＨＤ 大日本住友

PTP 100T

可

レキソタン錠５ エーザイ

5㎎ PTP 100T

可

カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 沢井製薬

1MG PTP 100T 後発品

可

セフォチアム塩酸塩静注用1g「ＮＰ」 ニプロファーマ

1G 10V 後発品

可

25mgアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業

25㎎ PTP  100T

可

ジプレキサザイディス錠2.5mg 日本イーライリリー

2.5MG PTP 70T

可

ナディック錠30mg 大日本住友

30㎎ PTP 100T

可

ノイトロジン注250μ g 中外製薬

250ug 10V

可

ワゴスチグミン注0.5mg 塩野義製薬

0.5MG 1X10A

可

ノバミン筋注5mg 塩野義製薬

5MG 1MLX50A

可

ボンアルファ軟膏2μ g 帝人ファーマ

0.0002% 10ｇX10

可

ケーワン錠5mg エーザイ

5㎎ SP 100T

可
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薬品名 メーカー

規格包装 先・後発

院外限定採用

削除薬品名
削除規格包装審議結果

アイミクス配合錠ＨＤ 大日本住友 可

レキソタン錠５ エーザイ

5㎎

可

カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 沢井製薬

1㎎

可

25mgアリナミンＦ糖衣錠 武田薬品工業

25㎎

可

ボンアルファ軟膏2μ g 帝人ファーマ

0.0002%

可

ケーワン錠5mg エーザイ

5㎎

可
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