
薬事委員会報告

平成31年1月16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31年　2月　5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

ベオーバ錠50mg 杏林製薬

50㎎ PTP  100T

フラボキサート塩酸塩錠２００mgサワイ

200MG PTP 100T

可

トラディアンス配合錠AP 日本ベーリンガー

PTP  100T

カナリア配合錠

PTP 100T

可

エフィエントOD錠20mg 第一三共

20㎎ PTP    5T

エフィエント錠２０mg

20MG PTP 5T

可

フェントステープ0.5mg 協和発酵キリン

0.5㎎ 7枚

【麻薬】フェントステープ８mg

8MG7ﾏｲ

可

オペリードＨＶ0.85眼粘弾剤1% 千寿製薬

1% 0.85MLX1筒

ヒーロン０．８５眼粘弾剤１％

1% 0.85MLX1

可

ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.5mL ＭＳＤ

ｼﾘﾝｼﾞ0.5ML 1本

ヘプタバックス－Ⅱ　１０ug　０．５ml

10UG0.5MLX1V

可

ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.25mL ＭＳＤ

ｼﾘﾝｼﾞ0.25ML 1本

可

ニトロール持続静注25mgシリンジ50mL エーザイ

25㎎ 50MLX5筒

ニトロール点滴静注５０ｍｇバッグ

0.05%100MLX10

可

生食注シリンジ「オーツカ」20mL 大塚工場

ﾙｱ-ｽﾘﾂﾌﾟ 20MLX10ｼﾘﾝ 後発

★オプジーボ点滴静注１００mg

100MG 1V

可

ラスリテック点滴静注用7.5mg サノフィ

7.5MG 1V

ペラゾリン細粒４００ｍｇ

400㎎ 20包

可

ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注用100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ファイザー

100㎎｢ﾌｧｲｻﾞ-｣ 1V 後発

★インフリキシマブＢＳ点滴静注用100mg「

100MG 1V

可

ヒュミラ皮下注40ｍｇペン エーザイ

40㎎ 0.4MLX1ﾍﾟﾝ

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL

40MG 0.4MLX1ｼﾘﾝｼﾞ

可

シムジア皮下注200mgオートクリックス アステラス

ｵ-ﾄｸﾘｯｸｽ 1本

シムジア皮下注２００mgシリンジ

200MG1ｼﾘﾝｼﾞ

可

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター 旭化成ファーマ

ｵ-ﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀ- 1本

ケブザラ皮下注２００mgシリンジ

200MG 1.14 MLX1ｼﾘﾝｼﾞ

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

ペラゾリン細粒400mg 全薬工業

400㎎ 20包

可

シムジア皮下注200ｍｇシリンジ1mL アステラス

200MG1ｼﾘﾝｼﾞ

可

ケブザラ皮下注200ｍｇシリンジ 旭化成ファーマ

200MG 1.14 MLX1ｼﾘﾝｼﾞ

可

クロスエイトMC静注用2000単位 日本血液製剤

2000U 1V

可

ノベルジン錠50ｍｇ ノーベル

50MG PTP 100T

可

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(103) ツムラ

(103) 2.5GX3X14

可

ホスコE-75 丸石製薬

500G 後発

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

トラディアンス配合錠BP 日本ベーリンガー

PTP

可

メトアナ配合錠LD 三和化学

PTP

可

メトアナ配合錠HD 三和化学

PTP

可

イーケプラ錠250mg 大塚製薬

250㎎ PTP

可

カナリア配合錠 第一三共

PTP

可

フェントステープ8mg 協和発酵キリン

8mg

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

トアラセット配合錠「サワイ」 沢井製薬

PTP  100T 後発

トラムセット配合錠

PTP100T

可

プロパフェノン塩酸塩錠150mg「ｵｰﾊﾗ」 大原薬品

PTP  100T 後発

プロノン錠１５０㎎

150㎎ PTP 100T

可

シロドシンOD錠4mg「DSEP」 第一三共エスファ

PTP 100T 後発

ユリーフＯＤ錠４mg

4MG PTP 100T

可

ミルタザピン錠１５㎎「日医工」 日医工

15㎎ PTP  100T 後発

リフレックス錠１５㎎

15㎎ PTP  100T

可

セニラン錠2mg 日本ジェネリック

2㎎ PTP  100T 後発

【向3】 レキソタン錠２

2㎎ PTP  100T

可

セニラン錠5mg 日本ジェネリック

5㎎ PTP  100T 後発

【向3】 レキソタン錠５

5㎎ PTP 100T

可

レバミピド錠100mg「オーツカ」 大塚製薬

100㎎ PTP 1050T 後発

レバミピド錠１００㎎「ケミファ」

100MG PTP210T

可

レバミピド錠100mg「オーツカ」 大塚製薬

100㎎ ﾊﾞﾗ  500T 後発

レバミピド錠１００mg「ケミファ」

100MG ﾊﾞﾗ 500T

可

レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」 鶴原製薬

25㎎ PTP  100T 後発

レボトミン錠２５ｍｇ

25㎎ PTP 100T

可

ボリコナゾール点滴静注用200mg「YD」 陽進堂

200mg　10V 後発

ブイフェンド２００㎎静注用

200㎎ 10V

可

ニトログリセリン静注25mg/50mLｼﾘﾝｼﾞ｢TE」 アステラス

ｼﾘﾝｼﾞ｢TE｣ 50MLX5本 後発

ミオコール点滴静注５０㎎　１００ｍｌ

50㎎ 100MLX10袋

可

ラスカルトン注20「武田テバ」 武田テバ

20単位 1MLX10A 後発

ラスカルトン注２０　１ml

20単位 1MLX10A

可

ラスカルトン注40「武田テバ」 武田テバ

40単位  1MLX10A 後発

ラスカルトン注４０　１ml

40単位 1mlX10A

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

トラムセット配合錠 持田製薬

PTP

可

【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg

PTP

可

ユリーフＯＤ錠４㎎ 第一三共

4㎎ PTP

可

リフレックス錠１５㎎ ＭｅｉｊｉＳeika

15㎎ PTP

可

【般】ブロマゼパム錠2mg

PTP

可

【般】ブロマゼパム錠5mg

PTP

可

【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg

25㎎ 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

クアゼパム錠15mg「サワイ」 沢井製薬

15mg PTP 100T 後発

可

クラシエ大柴胡湯エキス細粒EK-82.0g クラシエ薬品

EK-8 2.0ｇX42包

可

コペガス錠200mg 中外製薬

200MG PTP56T

可

コンバントリン錠100mg 佐藤製薬

100㎎ PTP 30T

可

ジオトリフ錠30mg 日本ベーリンガー

30MG PTP 14T

可

タルセバ錠150mg 中外製薬

150mg PTP 14T

可

タグリッソ錠40mg アストラゼネカ

40MG PTP 28T

可

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(28) ツムラ

(28)2.5gX3包X14

可

トリプタノール錠25mg 日医工

25㎎ PTP 500T

可

テルロン錠0.5mg バイエル薬品

0.5㎎ PTP  100T

可

ヘキザック水R 0.05% 500mL 吉田製薬

0.05% 500ml 後発

可

リンデロン坐剤1.0mg 塩野義製薬

1.0㎎ SP 50個

可

レベトールカプセル200mg ＭＳＤ

200㎎ PTP 28CAP

可

ビタミンＣ注100mg 扶桑薬品工業

100㎎ 1X50A

可

ミオコール静注5mg アステラス

5㎎ 10MLX10A 後発

可

ラクテック注ソフトバッグ500mL 大塚製薬

ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 500mlX20

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

クアゼパム錠15mg「サワイ」 沢井製薬

15㎎ PTP

可

クラシエ大柴胡湯エキス細粒EK-82.0g クラシエ薬品

EK-8  2.0ｇ

可

コペガス錠200mg 中外製薬

200㎎ PTP

可

コンバントリン錠100mg 佐藤製薬

100㎎ PTP

可

ジオトリフ錠30mg 日本ベーリンガー

30㎎ PTP

可

タルセバ錠150mg 中外製薬

150㎎ PTP

可

タグリッソ錠40mg アストラゼネカ

40㎎ PTP

可

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（28） ツムラ

(28)2.5ｇ

可

トリプタノール錠25 日医工

25㎎ PTP

可

テルロン錠0.5mg バイエル薬品

0.5㎎ PTP

可

ヘキザック水R 0.05% 500mL 吉田製薬

0.5%  500ML

可

リンデロン坐剤1.0mg 塩野義製薬

1.0㎎ SP

可

レベトールカプセル200mg ＭＳＤ

200㎎ 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

クアゼパム錠15mg「サワイ」 沢井製薬

15mg PTP 100T 後発

可

クラシエ大柴胡湯エキス細粒EK-82.0g クラシエ薬品

EK-8 2.0ｇX42包

可

コペガス錠200mg 中外製薬

200MG PTP56T

可

コンバントリン錠100mg 佐藤製薬

100㎎ PTP 30T

可

ジオトリフ錠30mg 日本ベーリンガー

30MG PTP 14T

可

タルセバ錠150mg 中外製薬

150mg PTP 14T

可

タグリッソ錠40mg アストラゼネカ

40MG PTP 28T

可

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(28) ツムラ

(28)2.5gX3包X14

可

トリプタノール錠25mg 日医工

25㎎ PTP 500T

可

テルロン錠0.5mg バイエル薬品

0.5㎎ PTP  100T

可

ヘキザック水R 0.05% 500mL 吉田製薬

0.05% 500ml 後発

可

リンデロン坐剤1.0mg 塩野義製薬

1.0㎎ SP 50個

可

レベトールカプセル200mg ＭＳＤ

200㎎ PTP 28CAP

可

ビタミンＣ注「フソー」100mg 扶桑薬品工業

100㎎ 1X50A

可

ミオコール静注5mg アステラス

5㎎ 10MLX10A 後発

可
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