
薬事委員会報告

　令和元年5月15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。ただし、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

令和元年　5月27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

ジャドニュ顆粒分包360mg ノバルティス

360mg 30包

エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ

500mg PTP 20T

可

モルヒネ塩酸塩錠10mg「ＤＳＰ」 大日本住友

10mg PTP 80T

アーテン散　１％

1% ﾊﾞﾗ 100ｇ

可

ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 サンド

10㎎｢ｻﾝﾄﾞ｣ 5V 後発品

ドキソルビシン塩酸塩注射用１０mgＮＫ

10㎎｢NK｣ 10V

可

ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 サンド

50㎎｢ｻﾝﾄﾞ｣  1V 後発品

ドキソルビシン塩酸塩注射用５０mgＮＫ

50㎎｢NK｣ 1V

可

オルテクサー口腔用軟膏0.1％ 日本ジェネリック

0.1% 5ｇ 後発品

テゴー５１消毒液１０％　５００ｍｌ

10% 500ml

可

コデインリン酸塩散1％　「第一三共」 第一三共

1% ﾊﾞﾗ 500g

コデインリン散塩酸１％「ﾏﾙｲｼ」

1% 500ｇ

可

生食注シリンジ「オーツカ」20mL 大塚工場

ﾙｱ-ﾛｯｸ 20mLX10ｼﾘﾝｼﾞ 後発品

生食注シリンジ「オーツカ」20mL

ﾙｱ-ｽﾘﾂﾌﾟ 20MLX10ｼﾘﾝ

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

エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」 アクテリオン

専用溶解液付き 1V 後発品

静注用フローラン　０．５㎎

0.5㎎ 1V

可

レギチーン注射液5mg ノバルティス

5mg 1mLX5V

レギチーン注射液１０mg

1mLX5A

可

ヤーボイ点滴静注液50mg ブリストル

50㎎ 10ML 1V

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

タペンタ錠25mg ヤンセンファ

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

エキセメスタン錠25mg「ＮＫ」 日本化薬

25㎎ PTP   30T 後発品

アロマシン錠　２５㎎

25㎎ PTP 140T

可

ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 第一三共

250㎎ PTP   14T 後発品

イレッサ錠　２５０㎎

250㎎ PTP 14T

可

ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」 持田製薬

1㎎ PTP  100T 後発品

ディナゲスト錠１ｍｇ

1MG PTP100T

可

炭酸リチウム錠　２００㎎「ヨシトミ」 田辺三菱製薬

200㎎ PTP  100T 後発品

リーマス錠２００

200㎎ PTP 100T

可

酸化マグネシウム細粒83％「ケンエー」 健栄製薬

500ｇ 後発品

重質酸化マグネシウム「ＮｉｋＰ」

500ｇ

可

タゾピペ配合静注用2.25「ファイザー」 ファイザー

10V 後発品

タゾピペ配合静注用2.25「ﾆﾌﾟﾛ」

2.25G 10V

可

タゾピペ配合静注用4.5「ファイザー」 ファイザー

10V 後発品

タゾピペ配合静注用4.5「ﾆﾌﾟﾛ」

4.5G 10V

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

アロマシン錠25mg ファイザー

25㎎ PTP

可

イレッサ錠250mg アストラゼネカ

250㎎ PTP

可

ジエノゲスト 可

炭酸リチウム 可

酸化マグネシウム 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

ペルサンチン－Ｌカプセル150mg 日本ベーリン

150㎎ PTP 100CAP

可

ラステットSカプセル25mg 日本化薬

25㎎ PTP 40CAP

可

ラステットSカプセル50mg 日本化薬

50㎎ PTP 20CAP

可

プロベラ2.5mg ファイザー

2.5㎎ SP 100T

可

ユーエフティE配合顆粒T150 大鵬薬品工業

20% 0.75ｇX105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

ペルサンチン－Ｌカプセル150mg 日本ベーリン

150㎎ PTP

可

ラステットSカプセル25mg 日本化薬

25㎎ PTP

可

ラステットSカプセル50mg 日本化薬

50㎎ PTP

可

プロベラ錠2.5mg ファイザー

2.5㎎  SP

可

ユーエフティE配合顆粒T150 大鵬薬品工業

150㎎ 0.75ｇ

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

ペルサンチン－Lカプセル150mg 日本ベーリン

150㎎ PTP 100CAP

可

ラステットSカプセル25mg 日本化薬

25㎎ PTP 40CAP

可

ラステットSカプセル50mg 日本化薬

50㎎ PTP 20CAP

可

プロベラ2.5mg ファイザー

2.5㎎ SP 100T

可

ユーエフティE配合顆粒T150 大鵬薬品工業

20% 0.75ｇX105包

可
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