
薬事委員会報告

平成30年7月25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8月6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

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL ファイザー

0.5ML 1ｷｯﾄ

コートロシンＺ筋注０．５㎎　１ＭＬ

0.5㎎ 1MLX1A

可

トレムフィア皮下注100mgシリンジ 大鵬薬品工業

100㎎ 1ｼﾘﾝｼﾞ

ファルネゾンゲル１.４％

1.4% 50ｇX10

可

ルミセフ皮下注210mgシリンジ 協和発酵キリン

210㎎ 1.5MLX1ｼﾘﾝｼﾞ

ロイナーゼ注用　１００００

10000KU 1V

可

フォリルモンＰ注75単位 富士製薬

75単位 10A 後発

フォリアミン注射液　１５㎎　１ml

15㎎ 1mlX50A

可

HMG注射用75IU「フェリング」 フェリング

75単位 10V 後発

クロマイ腟錠　１００㎎

100㎎ SP 100T

可

オキナゾール腟錠600mg 田辺三菱製薬

600㎎ PTP   30T

エンペシド膣錠１００㎎

100㎎ SP 120T

可

メトホルミン塩酸塩錠500mgMT｢トーワ｣ 東和薬品

500MG PTP 100T 後発

リバレス注　１ＭＬ

1MLX50A

可

アジレクト錠1mg 武田薬品工業

1㎎ PTP  100T

ペルゴリド錠５０ug「サワイ」

50UG PTP100T

可

アクリノール水和物原末「ニッコー」 日興製薬

25ｇ

アクリノール水和物原末「マルイシ」２５ g

25G

可

ラタノプロスト点眼液0.005％「SEC」 参天製薬

0.005% 2.5MLX5 後発

ラタノプロスト点眼液０．００５％日医 ２．５

0.005% 2.5MLX10

可

イクスタンジ錠40mg アステラス

40㎎ PTP   56T

イクスタンジカプセル４０mg

40MG PTP 56CAP

可

リツキシマブBS点滴静注100mg｢KHK｣ 協和発酵キリン

100mg 10MLX1V

リツキサン注　１００㎎　１０ml

100㎎ 10mlX1V

可

リツキシマブBS点滴静注500mg｢KHK｣ 協和発酵キリン

500mg 50MLX1V 後発

リツキサン注　５００㎎　５０ml

500㎎ 50mlX1V

可

献血ヴェノグロブリンＩＨ10%静注5g/50mL 日本血液製剤

静注5ｇ/50ML  1V 後発

献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g 100mL

5000㎎ 100mLX1V

可

ﾌﾟﾚｾﾃﾞｯｸｽ静注液200ug/50mLｼﾘﾝｼﾞ｢ﾏﾙｲｼ」 丸石製薬

50MLｼﾘﾝｼﾞ　5ｼﾘﾝｼﾞ

プレセデックス静注液　２００ug２ml

200ug　2mlX5V

可

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 トーアエイヨー

3MLX10A 後発

アンカロン注１５０　３ｍｌ

150MG3MLX10A

可

スクラビインS4％液 サラヤ

25011  500ML(ﾎﾟﾝﾌﾟ付)

マイクロシールドスクラブ　４%（w/v）　５００

11251　4%　 500mL

可

アルコサージュジェルＶＡ サラヤ

42335 500ML

ラビジェル　ショートノズル５００ＭＬ

ｼﾖ-ﾄﾉｽﾞﾙ 500ML

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

生食注シリンジ「オーツカ」10mL 大塚工場

ﾙｱ-ｽﾘﾂﾌﾟ 10MLX10ｼﾘﾝ 後発

可

テセントリク点滴静注1200mg 中外製薬

1200MG 20MLX1V

可

注射用GHRP科研100 科研製薬

100UG 1V

可

デュピクセント皮下注300mgシリンジ サノフィ

300MG 2MLX1ｼﾘﾝｼﾞ

可

アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」 日医工

100MG 10V

可

コートロシンZ筋注0.5mg 第一三共

0.5㎎ 1MLX1A

可

ロイナーゼ注用10000 協和発酵キリン

10000KU 1V

可

ペルゴリド錠50ug「サワイ」 沢井製薬

50UG PTP100T 後発

可

リツキサン注10mg/mL(100mg 10mL) 中外製薬

100㎎ 10mlX1V

可

リツキサン注10mg/mL(500mg 50mL) 中外製薬

500㎎ 50mlX1V

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

ゴナールエフ皮下注ペン450 メルクセローノ

450単位

可

ゴナールエフ皮下注ペン900 メルクセローノ

900単位

可

スージャヌ配合錠 アステラス

PTP

可

アトーゼット配合錠LD ＭＳＤ

PTP

可

ドボベットゲル 協和発酵キリン

15ｇ

可

アレサガテープ4mg 久光製薬

4㎎

可

アレサガテープ8mg 久光製薬

8㎎

可

エクセラーゼ配合錠 ＭｅｉｊｉＳeika

PTP 後発

可

イクスタンジ錠80mg アステラス

80㎎ PTP

可

クロマイ腟錠100mg 第一三共

100㎎ SP

可

エンペシド腟錠100mg バイエル薬品

100㎎ SP

可

ペルゴリド錠50ug「サワイ」 沢井製薬

50ug PTP 後発

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

タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」 ニプロファマ

10V 後発

フィニバックス点滴用０.２５ｇ １０ml

0.25ｇ 10MLX10V

可

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 ニプロファマ

10V 後発

タゾピペ配合静注用４．５「明治」

10V

可

タモキシフェン錠10mg「サワイ」 沢井製薬

10㎎ PTP  100T 後発

ノルバデックス　２０ｍｇ

20㎎ PTP 100T

可

アナストロゾール錠1mg「ＮＫ」 日本化薬

1㎎ PTP  100T 後発

アリミデックス錠１㎎

1㎎ PTP   30T

可

セレスターナ配合錠 小林化工

PTP  100T 後発

セレスタミン配合錠

PTP 500T

可

アロプリノール錠100ｍｇ「サワイ」 沢井製薬

100㎎ PTP  100T 後発

サロベール錠　１００㎎

100㎎ ﾊﾞﾗ 1000T

可

サロベール錠１００ｍｇ

100㎎ PTP  100T

可

エクセラーゼ配合錠 ＭｅｉｊｉＳeika

PTP 1200T 後発

ベリチーム配合顆粒　１ｇ

1ｇX105包

可

ベリチーム配合顆粒

500ｇ

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

ノルバデックス錠20mg アストラゼネカ

20㎎ PTP

可

アリミデックス錠1mg アストラゼネカ

1㎎ PTP

可

セレスタミン配合錠 高田製薬

PTP

可

サロベール錠100mg 大日本住友

100㎎ PTP 後発

可

ベリチーム配合顆粒 塩野義製薬 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

イトラコナゾール錠50mg「科研」 科研製薬

50MG PTP 100T 後発

可

コルドリン錠12.5mg 日本新薬

12.5㎎ PTP 100T

可

ミコンビ配合錠BP アステラス

80㎎ PTP 100T

可

ディフェリンゲル0.1％ 塩野義製薬

ﾗﾐﾈ-ﾄﾁﾕ-ﾌﾞ15GX10

可

ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 共和クリティケア

100MG5MLX10A 後発

可

ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ静注透析用5μg｢ファイザー｣ ファイザー

5UG 10A 後発

可

硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 ＭｅｉｊｉＳeika

1000MG 4MLX10A

可

タンボコール錠50mg エーザイ

50㎎ PTP  100T

可

タケルダ配合錠 武田薬品工業

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

削除薬品名
削除規格包装審議結果

イトラコナゾール錠50mg「科研」 科研製薬

50㎎ PTP 後発

可

コルドリン錠12.5mg 日本新薬

12.5㎎ PTP

可

ミコンビ配合錠BP アステラス

80㎎ PTP

可

ディフェリンゲル0.1% 塩野義製薬

ﾗﾐﾈ-ﾄﾁｭ-ﾌﾞ 15ｇ

可

タンボコール錠50mg エーザイ

50㎎ PTP

可

タケルダ配合錠 武田薬品工業

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

コルドリン錠12.5mg 日本新薬

12.5㎎ PTP 100T

可

ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 共和クリティケア

100MG5MLX10A 後発

可

ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ静注透析用5μg｢ファイザー｣ ファイザー

5UG 10A 後発

可

硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 ＭｅｉｊｉＳeika

1000MG 4MLX10A

可

タンボコール錠50mg エーザイ

50㎎ PTP  100T

可
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