
薬事委員会報告

平成30年3月28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4月26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

レクタブル2mg注腸フォ－ム14回 ＥＡファーマ

30.8GX4ﾎﾝ

ステロネマ注腸３ｍｇ　１００ｍｌ

3.95㎎ 100mlX7

可

ランソプラゾールＯＤ錠30mg「日医工」 日医工

｢日医工｣ PTP  100T 後発品

ランソプラゾールＯＤ錠３０mg「ﾃﾊﾞ」

30MG PTP 100T

可

ボルヒール組織接着用　０．５mL 帝人ファーマ

0.5ML 1ｾｯﾄ

☆ベリプラストＰコンビセット組織接着用0.5

0.5mL製剤X1ｾｯﾄ

可

ボルヒール組織接着用　１mL 帝人ファーマ

1ML 1ｾｯﾄ

☆ベリプラストＰコンビセット組織接着用1m

1mL製剤X1ｾｯﾄ

可

ボルヒール組織接着用　３mL 帝人ファーマ

3ML 1ｾｯﾄ

☆ベリプラストＰコンビセット組織接着用3m

3mL製剤X1ｾﾂﾄ

可

ボルヒール組織接着用　５mL 帝人ファーマ

5ML 1ｾｯﾄ

☆ベリプラストＰコンビセット組織接着用5m

5mL製剤X1ｾｯﾄ

可

ケブザラ皮下注２００㎎シリンジ サノフィ

200MG 1.14MLX1ｼﾘﾝｼﾞ

オルミエント錠２mg

2MG PTP 30T

可

プロゲストンデポー筋注１２５㎎ 富士製薬

125㎎ 1MLX10A 後発品

×オオホルミンルテウムデポ１２５㎎１ml

125㎎ 1mlX10A

可

レベミル注フレックスペン ノボノルディスクファーマ

300単位 3MLX2本

レベミル注イノレット１００単位３mL

300U 3MLX2

可

ベタニス錠２５㎎ アステラス

25㎎ PTP  100T

【向3】 ベゲタミン－Ｂ配合錠

PTP 500T

可

アレジオン点眼液０．０５％ 参天製薬

0.05% 5MLX10

ニプラジロールＰＦ点眼液0.25％「日点」５m

0.25% 5MLX10ﾎﾝ

可

セファレキシン錠２５０「日医工」 日医工

250㎎ PTP  100T

ノルフロキサシン錠１００mg　ＥＭＥＣ

100MG PTP 100T

可

★ダラザレックス点滴静注１００mg ヤンセンファーマ

100mg 1V

★注射用フィルデシン　３ｍｇ

3㎎ 1V

可

★ダラザレックス点滴静注４００mg ヤンセンファーマ

400mg 1V

★トーリセル点滴静注液２５mg

25㎎ 1V

可

オフェブカプセル150mg 日本ベーリンガー

150MG PTP 28CAP

タルセバ錠２５㎎

25mg PTP 14T

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

スピール膏Ｍ ニチバン

25  6枚

可

【Ｃ】★ジフォルタ注射液２０mg ムンディファーマ

20MG 1V

可

ワントラム錠１００mg 日本新薬

100MG PTP 100T

可

ウプトラビ錠０．２㎎ 日本新薬

0.2MG PTP 30T

可

ウプトラビ錠０．４㎎ 日本新薬

0.4㎎ PTP   30T

可

ケブザラ皮下注１５０㎎シリンジ サノフィ

150MG 1.14MLX1ｼﾘﾝｼﾞ

可

ブイフェンド錠５０㎎ ファイザー

50㎎ PTP 50T

可

★注射用フィルデシン３ｍｇ 日医工

3㎎ 1V

可

★トーリセル点滴静注液２５mg ファイザー

25㎎ 1V

可

タルセバ錠２５㎎ 中外製薬

25mg PTP 14T

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

ケンエーＧ浣腸液５０％３０mL 健栄製薬

Lﾀｲﾌﾟ 30ML 後発品

可

ケンエーＧ浣腸液５０％60mL 健栄製薬

Lﾀｲﾌﾟ 60ML 後発品

可

ミヤＢＭ細粒 ミヤリサン製薬

1ｇ

可

ダイアップ坐剤10 高田製薬

10㎎

可

グラクティブ錠５０㎎ 小野薬品工業

50㎎ PTP

可

ヤーズフレックス配合錠２８錠 バイエル薬品

PTP

可

オキシコンチンＴＲ錠　５㎎ 塩野義製薬

5㎎ PTP

可

オキシコンチンＴＲ錠　１０㎎ 塩野義製薬

10㎎ PTP

可

オキシコンチンＴＲ錠　２０㎎ 塩野義製薬

20㎎ PTP

可

オキシコンチンＴＲ錠　４０㎎ 塩野義製薬

40㎎ PTP

可

ツインラインＮＦ配合経腸用液 大塚製薬工場

1ｾｯﾄ(200MLX2)

可

テクフィデラカプセル１２０㎎ バイオジェン・ジャパン

120㎎ PTP

可

ルミセフ皮下注２１０㎎シリンジ 協和発酵キリン

210㎎

可

ベムリディ錠２５㎎ ギリアド

25㎎

可

リムパーザ錠100mg アストラゼネカ

100mg　PTP

可

リムパーザ錠150mg アストラゼネカ

150mg　PTP

可

ステロネマ注腸３㎎ 日医工

3.95㎎ 後発品

可

オルミエント錠２㎎ 日本イーライリリ

2㎎ PTP

可

タルセバ錠２５㎎ 中外製薬

25㎎ PTP

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

フェノフィブラート錠「武田ﾃﾊﾞ」80mg 武田薬品工業

｢武田ﾃﾊﾞ｣ PTP 100T 後発品

リピディル錠８０mg

80MG PTP100T

可

シタフロキサシン錠５０㎎「サワイ」 沢井製薬

50㎎ PTP  100T 後発品

グレースビット錠５０ｍｇ

50㎎ PTP 100T

可

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「ﾀﾅﾍﾞ」 ニプロファマ

｢ﾀﾅﾍﾞ｣ PTP  100T 後発品

タリオン錠１０ｍｇ

10㎎ PTP 100T

可

クロモグリク酸Na点鼻液2%「ﾄｰﾜ」 東和薬品

｢ﾄ-ﾜ｣ 9.5MLX10 後発品

インタール点鼻液２％１９０㎎９．５ml

190㎎ 9.5MLX10

可

ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ1.88mg「あすか」 あすか製薬

1.88㎎あすか 1ｷｯﾄ 後発品

リュープリン注射キット1.88mg

安全装置付1.88MGX1

可

ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.75mg「あすか」 あすか製薬

3.75㎎あすか 1ｷｯﾄ 後発品

リュープリン注射キット3.75mg

安全装置付3.75MGX1

可

デルモゾールローション０．１２％ イワキ

0.12% 10MLX10 後発品

リンデロン－Ｖローション　０.１２％ １０ml

0.12% 10mlX10

可

デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ イワキ

0.064% 5ｇX10 後発品

リンデロン－ＤＰ軟膏　０.０６４％　５ｇ

0.064% 5gX10入

可

ロラタジンＤＳ１％「トーワ」 東和薬品

1% ﾊﾞﾗ  100ｇ 後発品

クラリチンドライシロップ１％　０.５ｇ

1% 0.5gX150包

可

ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０㎎「三和」 三和化学

｢三和｣ PTP  100T 後発品

×フルメジン糖衣錠　０．５㎎

0.5㎎ PTP 100T

可

サラザック配合顆粒 武田薬品工業

1ｇX120包 後発品

ＰＬ配合顆粒　１ｇ

1ｇX100包

可

ピムロ顆粒 本草製薬

0.5ｇX600包 後発品

アローゼン顆粒

0.5ｇX600包

可

後発品

アローゼン顆粒　１ｇ

1gX350包

可

カリセラム－Ｎａ末 扶桑薬品工業

5ｇX50 後発品

ケイキサレート散５ g

5ｇX84包

可

テオフィリン徐放Ｕ錠400mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品

400㎎ PTP  100T 後発品

ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ

400㎎ PTP  100T

可

ハロペリドール注５㎎「ヨシトミ」 田辺三菱製薬

0.5% 1MLX50A 後発品

セレネース注５㎎　１ml

0.5% 1mlX50A

可

ネオマレルミン錠２㎎ 武田テバファ

2㎎ PTP  100T 後発品

ポララミン錠　２㎎

2㎎ PTP 1000T

可

リノロサール注射液2mg(0.4％) わかもと製薬

2㎎ 0.5MLX10A 後発品

リンデロン注２㎎（０．４％）０．５ml

2㎎ 0.5mlX10A

可

リノロサール注射液4mg(0.4％) わかもと製薬

4㎎ 1MLX10A 後発品

リンデロン注４㎎（０．４％）４㎎１ml

4㎎ 1mlX10A

可

ビタミンＥ錠５０㎎「ＮＰ」 ニプロファマ

50㎎ PTP  100T 後発品

ユベラ錠５０ｍｇ

50㎎ PTP  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（先発品）

削除薬品名
削除規格包装審議結果

リピディル錠８０㎎ 科研製薬

80㎎ PTP

可

グレースビット錠５０㎎ 第一三共

50㎎ PTP

可

タリオン錠１０㎎ 田辺三菱製薬

10㎎ PTP

可

インタール点鼻液２％ サノフィ

190㎎ 9.5ML

可

リンデロン－Ｖローション 塩野義製薬

0.12% 10ML

可

リンデロン－ＤＰ軟膏０．０６４％ 塩野義製薬

0.064% 5ｇ

可

クラリチンドライシロップ１％ バイエル薬品

1%

可

ＰＬ配合顆粒 塩野義製薬

1g

可

アローゼン顆粒 ポーラファル 可

ケイキサレート散 鳥居薬品 可

ユニフィルＬＡ錠４００㎎ 大塚製薬

400㎎ PTP

可

ポララミン錠2mg 高田製薬

2㎎

可

ユベラ錠50mg エーザイ

50㎎ PTP

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

クリアナール錠200mg 田辺三菱製薬

200㎎ PTP  100T

可

コンプラビン配合錠 サノフィアベ

PTP 100T

可

セロケンＬ錠120mg アストラゼネ

120㎎ PTP  100T

可

ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」 東和薬品

50MG PTP 100T 後発品

可

ペンタサ坐剤1g 杏林製薬

1G 50ｺ

可

シンバスタチン錠5mg「ＹＤ」 日本ケミファ

5MG PTP 100T 後発品

可

ゼフィックス錠100 グラクソスミ

100㎎ PTP 70T

可

サイトテック錠200 ファイザー

200ug PTP 100T

可

ルジオミール錠25mg ノバルティス

25㎎ PTP 100T

可

ビフロキシン配合錠 ゾンネボ－ド

PTP 1000T

可

チガソンカプセル１０ 中外製薬

10㎎ PTP 100CAP

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

クリアナール錠200mg 田辺三菱製薬

200㎎ PTP

可

コンプラビン配合錠 サノフィ

PTP

可

セロケンＬ錠120mg アストラゼネ

120㎎ PTP

可

ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」 東和薬品

50㎎ PTP 後発品

可

ペンタサ坐剤1g 杏林製薬

1ｇ

可

シンバスタチン錠5mg「ＹＤ」 日本ケミファ

5㎎ PTP 後発品

可

ゼフィックス錠100 グラクソスミ

100㎎ PTP

可

サイトテック錠200 ファイザー

200ug PTP

可

ビフロキシン配合錠 ゾンネボ－ド

PTP

可

チガソンカプセル１０ 中外製薬

10㎎ PTP

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

サイトテック錠200 ファイザー

200ug PTP 100T

可

ビフロキシン配合錠 ゾンネボ－ド

PTP  100T

可

チガソンカプセル１０ 中外製薬

10㎎ PTP 100CAP

可
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