
薬事委員会報告

平成30年9月19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。但し、院外限定医
薬品の中で、「一般名処方」がある場合は「一般名処方」で処方してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

平成30年10月15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

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU 鳥居薬品

JAU ﾌﾞﾘｽﾀ-包装  7T

クラシエ小青竜湯ｴｷｽ錠EKT-１９

EKT-19 SP  252T

可

パルモディア錠0.1mg 興和創薬

0.1㎎ PTP  100T

ベザフィブラートＳＲ錠２００mg日医工

200MG PTP 100T

可

ゲムシタビン点滴静注液200mg/5.3mL「ﾎｽﾋﾟｰ 持田製薬

5.3ML｢ﾎｽﾋﾟ-ﾗ｣ 1V 後発品

★ゲムシタビン点滴静注用２００mg「日医

200mg 1V

可

ゲムシタビン点滴静注液1g/26.3mL「ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣ 持田製薬

26.3ML｢ﾎｽﾋﾟ-ﾗ｣ 1V 後発品

★ゲムシタビン点滴静注用１g「日医工」

1G 1V

可

ナルベイン注2mg 第一三共

2㎎ 1MLX10A

カプトリル錠２５ｍｇ

25㎎ PTP  100T

可

ジスチグミン臭化物錠5mg｢ﾃﾊﾞ」 武田テバ

5㎎ PTP  100T

【毒】 ウブレチド錠５ｍｇ

5㎎ PTP 100T

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

カプトリル錠25mg 第一三共

25㎎ PTP  100T

可

リフキシマ錠200ｍｇ あすか製薬

200MG PTP 100T

可

トリテレンカプセル50mg 大日本住友

50MG PTP 100CAP

可

ゾラデックス1.8mgデポ アストラゼネカ

1.8MG 1ﾄｳ

可

アグリリンカプセル0.5mg シャイアー

0.5MG PTP 100CAP

可

ファセンラ皮下注30mgシリンジ アストラゼネカ

30㎎ 1ｷｯﾄ

可

イミフィンジ点滴静注120mg アストラゼネカ

120㎎ 2.4MLX1V

可

イミフィンジ点滴静注500mg アストラゼネカ

500㎎ 10MLX1V

可

アディノベイト静注用2000 シャイアー

2000国際単位 1V

可

オペリードＨＶ0.85眼粘弾剤1% 千寿製薬

1% 0.85MLX1ﾄｳ 後発品

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

リフキシマ錠200mg あすか製薬

200㎎

可

シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 鳥居薬品

JAU ﾌﾞﾘｽﾀ-包装

可

ダイアート錠60mg 三和化学

60㎎

可

ダイアート錠30mg 三和化学

30㎎

可

ゾフルーザ錠10mg 塩野義製薬

10㎎

可

ゾフルーザ錠20mg 塩野義製薬

20㎎

可

オルケディア錠1mg 協和発酵キリン

1㎎

可

オルケディア錠2mg 協和発酵キリン

2㎎

可

ノルスパンテープ10mg 久光製薬

10㎎   2枚

可

ノルスパンテープ20mg 久光製薬

20㎎   2枚

可

ヒューマログ注ミリオペンHD イーライリリー

300単位

可

ハイシー顆粒25％ 武田テバ

25%

可

クラシエ小青竜湯エキス錠 クラシエ薬品

EKT-19 SP

可

カプトリル錠25mg 第一三共

25㎎

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

ラモトリギン錠25mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品

25㎎ PTP 140T 後発品

ラミクタール錠２５㎎

25㎎ PTP 140T

可

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100m 第一三共

500MG100ML DSEP　10袋 後発品

クラビット点滴静注バッグ５００mg

500MG/100ML 10袋

可

フルタミド錠125mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 日本ジェネリック

125㎎ PTP 100T 後発品

オダイン錠１２５ｍｇ

125㎎ PTP 40T

可

ソプレロール錠20mg 日本ジェネリック

20㎎ PTP 100T 後発品

タイシロール錠　２０mg

20MG ﾊﾞﾗ 1000T

可

テプレノンカプセル50mg「YD」 ニプロファマ

50㎎ PTP  100CAP 後発品

セルテプノンカプセル　５０mg

50㎎ PTP 100CAP

可

イトラコナゾール内用液1%「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

1% 140ML 後発品

イトリゾール内用液１％１４０ＭＬ

1% 140ML

可

アジスロマイシン小児用錠100mg「ﾀｶﾀ」 高田製薬

｢ﾀｶﾀ｣ PTP   60T 後発品

ジスロマック　カプセル小児用１００㎎

100㎎ PTP 60CAP

可

アジスロマイシン錠250mg「KN｣ ニプロＥＳ

患者さん用 PTP 60T 後発品

ジスロマック錠２５０㎎患者パッケージ

250㎎ PTP  60T

可

シアノコバラミン点眼液0.02%[杏林」 杏林製薬

｢杏林｣ 5MLX10 後発品

サンコバ点眼液　０．０２％　５ｍｌX１０

0.02% 5mlX10

可

テモゾロミド錠100mg「NK」 日本化薬

100㎎ PTP   5T 後発品

【毒】テモダールカプセル１００㎎　ＳＰ

100MG SP 1CAPX5

可

テモゾロミド錠20ｍｇ「NK｣ 日本化薬

20㎎ PTP   5T 後発品

【毒】テモダールカプセル２０㎎　ＳＰ

20MG SP 1CAPX5

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

ラミクタール錠25mg グラクソスミスクライン

25㎎

可

オダイン錠125mg 日本化薬

125㎎

可

イトリゾール内用液1% ヤンセンファーマ

1% 140ML

可

ジスロマック小児用カプセル100mg ファイザー

100㎎

可

ジスロマック錠250mg ファイザー

250㎎

可

ウブレチド錠5mg 鳥居薬品

5㎎

可

サンコバ点眼液0.02％ 参天製薬

0.02% 5mL

可

テモダールカプセル100mg ＭＳＤ

100㎎

可

テモダールカプセル20mg ＭＳＤ

20㎎

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

シアナマイド内用液1%「ﾀﾅﾍﾞ」 田辺三菱製薬

1% 100ml

可

グリベンクラミド錠2.5mg「EMEC｣ エルメッド

2.5MG PTP 100T 後発品

可

ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 日医工

20MG PTP 100T 後発品

可

ヒベルナ糖衣錠25mg 田辺三菱製薬

25㎎ PTP 100T

可

ルジオミール錠25mg ノバルティス

25㎎ PTP 100T

可

ロートエキス散｢ﾆｯｺｰ」 丸石製薬

10倍散 500ｇ

可

ツムラ加味帰脾湯ｴｷｽ顆粒(１３７)2.5g ツムラ

(137) 2.5gX3X14

可

ノルフロキサシン錠100mg「EMEC｣ エルメッド

100MG PTP 100T

可

プリミドン細粒99.5%「日医工」 日医工

日医工ﾊﾞﾗ 100ｇ

可

消毒用イソプロパノ－ル液50％「ﾔｸﾊﾝ」 日医工

50% 500ml 後発品

可

アリクストラ皮下注5mg アスペン

5㎎ 0.4MLX10ｼﾘﾝｼﾞ

可

スミフェロン注DS600万IU 大日本住友

600ﾏﾝIU 1ｼﾘﾝｼﾞ

可

スミフェロン注DS300万IU 大日本住友

300万国際単位1筒

可

タンボコール静注50mg エーザイ

50㎎ 5mlX10A

可

ヒルトニン0.5mg注射液 武田薬品工業

0.5㎎ 1mlX10A

可

ＥＰＬカプセル250mg アルフレッサ

250㎎ PTP  400CAP 後発品

可

ガランターゼ散50％ 田辺製薬販売

50% 0.5ｇX200包

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

グリベンクラミド錠2.5mg「EMEC｣ エルメッド 可

ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 日医工 可

ロートエキス散「ﾆｯｺｰ」 日興製薬

500ｇ

可

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（１３７） ツムラ

(137) 2.5ｇ

可

ＥＰＬカプセル250mg アルフレッサ

250㎎

可

ガランターゼ散50％ ニプロＥＳ

50% 0.5ｇ

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

シアナマイド内用液1%「ﾀﾅﾍﾞ」 田辺三菱製薬

1% 100ml

可

ヒベルナ糖衣錠25mg 田辺三菱製薬

25㎎ PTP 100T

可

ルジオミール錠25mg ノバルティス

25㎎ PTP 100T

可

クラシエ小青竜湯エキス錠 クラシエ薬品

EKT-19 SP  252T

可

プリミドン細粒99.5％「日医工」 日医工

日医工ﾊﾞﾗ 100ｇ

可

アリクストラ皮下注5mg アスペン

5㎎ 0.4MLX10ｼﾘﾝｼﾞ

可

スミフェロン注DS600万IU 大日本住友

600ﾏﾝIU 1ｼﾘﾝｼﾞ

可

スミフェロン注DS300万IU 大日本住友

300万国際単位1筒

可

タンボコール静注50mg エーザイ

50㎎ 5mlX10A

可

ヒルトニン0.5mg注射液 武田薬品工業

0.5㎎ 1mlX10A

可
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