
薬事委員会報告

　令和元年7月24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　8月16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

イソバイドシロップ70％分包30mL 興和

70% 30MLX21包

イソソルビド内用液70％分包30mL「ＣＥＯ」

70% 30mLX42包

可

ｺﾞﾅｯｸｽ皮下注用240mg(専用溶解液添付製剤 アステラス

(専用溶解液付) 2V

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg

(ﾀｲﾖ-) PTP 100T

可

生理食塩液PL｢ﾌｿｰ」2000mL(ﾊﾞｯｸﾞ) 扶桑薬品工業

2000mLX5袋

トリフリード輸液 ソフトバッグ500mL

ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 500MLX20

可

ビムパット点滴静注200mg 第一三共

200㎎ 20MLX5V

ビムパット錠100mg

100MG PTP 100T

可

ゾレア皮下注150mgシリンジ ノバルティスファーマ

150㎎ 1ｼﾘﾝｼﾞ

ゾレア皮下注用150mg

150mg 1V

可

テリルジー100エリプタ14吸入用 グラクソスミスクライン

14吸入用X1

アドエア250エアゾール120吸入用

12ｇX1缶

可

メナテトレノンカプセル15mg｢ＴＹＫ｣ 武田テバ薬品

PTP 100CAP 後発品

メナテトレノンカプセル15mg「日本臓器」

15MG PTP 100CAP

可

レベニンＳ配合錠 わかもと製薬

PTP  120T 後発品

スプリセル錠20mg

20㎎ PTP 30T

可

フェブリク錠10mg 帝人ファーマ

PTP  140T

フェブリク錠４０mg

40MG PTP 140T

可

タリージェ錠5mg 第一三共

PTP  100T

イドメシンコーワゾル1%

45ｇX10入

可

タリージェ錠１０㎎ 第一三共

PTP  100T

アズノールＳＴ錠口腔用5mg

PTP 100T

可

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター 田辺三菱製薬

1ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀ-

リスパダールコンスタ筋注用３７.５ｍｇ

37.5mg 1V

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

イドメシンコーワゾル1% 興和

45ｇX10入

可

リスパダールコンスタ筋注用37.5mg ヤンセンファーマ

37.5mg 1V(専用懸濁液2mLｼﾘﾝｼﾞｱ

可

イフェクサーSRカプセル37.5mg ファイザー

37.5MG PTP 100CAP

可

セファランチン注10mg 化研生薬

10㎎ 2mlX10A

可

アセレンド注100μg 藤本製薬

100ug 2MLX10V

可

ゾレア皮下注75mgシリンジ ノバルティス

75㎎ 1ｼﾘﾝｼﾞ

可

ケブザラ皮下注150mg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- 150mg/1.14mL×1

可

エプクルーサ配合錠 ギリアド

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

エプクルーサ配合錠 ギリアド

PTP

可

デュピクセント皮下注300mgシリンジ サノフィ

300mg/2mL

可

アーリーダ錠60mg ヤンセンファーマ

PTP

可

イノラス配合経腸用液（ヨーグルトフレーバー） 大塚製薬

ﾖ-ｸﾞﾙﾄ 187.5mL

可

イノラス配合経腸用液（りんごフレーバー） 大塚製薬

りんご 187.5mL

可

パルミコート吸入液0.25mg アストラゼネカ

0.25㎎　2mL

可

アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 グラクソスミスクライン

120噴霧用

可

テネリア錠40mg 第一三共

PTP

可

ロスーゼット配合錠LD ＭＳＤ

PTP

可

ロスーゼット配合錠HD ＭＳＤ

PTP

可

ベージニオ錠50mg イーライリリー

PTP

可

ベージニオ錠100mg イーライリリー

PTP

可

ベージニオ錠150mg イーライリリー

PTP

可

テリルジー100エリプタ30吸入用 グラクソスミスクライン

30吸入用

可

タリージェ錠2.5mg 第一三共

PTP

可

タリージェ錠15mg 第一三共

PTP

可

ビムパットドライシロップ10% 第一三共

10%

可

ビムパット錠100mg 第一三共

PTP

可

アドエア250エアゾール120吸入用 グラクソスミスクライン

12ｇ

可

スプリセル錠20mg ブリストルマイヤーズスクイ

PTP

可

フェブリク錠40mg 帝人ファーマ

PTP

可

イドメシンコーワゾル1% 興和

1% 45ｇ

可

アズノールST錠口腔用5mg 日本新薬

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

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾅﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ10μg「KKF」 協和キリンフロンティア

10ｼﾘﾝｼﾞ 後発品

ネスプ注射液10μgプラシリンジ

10UG/0.5ML10ｼﾘﾝｼﾞ

可

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾅﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ20μg「KKF」 協和キリンフロンティア

10ｼﾘﾝｼﾞ 後発品

ネスプ注射液20μgプラシリンジ

20UG/0.5ML10ｼﾘﾝｼﾞ

可

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾅﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ30μg「KKF」 協和キリンフロンティア

1ｼﾘﾝｼﾞ 後発品

ネスプ注射液30μgプラシリンジ

30UG/0.5ML1ｼﾘﾝｼﾞ

可

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾅﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ60μg「KKF」 協和キリンフロンティア

1ｼﾘﾝｼﾞ 後発品

可

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾅﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ120μg「KKF」 協和キリンフロンティア

1ｼﾘﾝｼﾞ 後発品

ネスプ注射液120μgプラシリンジ

120UG/0.5ML 1ｼﾘﾝｼﾞ

可

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾅﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ180μg「KKF」 協和キリンフロンティア

1ｼﾘﾝｼﾞ 後発品

可

リネゾリド注射液600mg「サワイ」 沢井製薬

600㎎ 5袋 後発品

ザイボックス注射液600mg

300mlX5

可

リネゾリド錠600mg「サワイ」 沢井製薬

600㎎ PTP   10T 後発品

ザイボックス錠600mg

600MG PTP10T

可

カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 ヤクルト本社

300㎎ PTP   56T 後発品

ゼローダ錠300mg

300㎎ PTP   56T

可

トピラマート錠50mg「アメル」 共和薬品工業

50㎎ PTP  100T 後発品

トピナ錠50mg

50mg PTP 100T

可

リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 東和薬品

10㎎ PTP   12T 後発品

マクサルトＲＰＤ錠10mg

10㎎ PTP 6T

可

ブロナンセリン錠4mg「サワイ」 沢井製薬

4㎎ PTP  100T 後発品

ロナセン錠４㎎

4mg PTP 100T

可

モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 杏林製薬

112噴霧用 18ｇX5 後発品

ナゾネックス点鼻50μg112噴

112ﾌﾝﾑﾖｳ 18GX5

可

フレカイニド酢酸塩錠50mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

PTP  100T 後発品

タンボコール錠50mg

50㎎ PTP  100T

可

アトモキセチンカプセル40mg「アメル」 共和薬品工業

PTP  140CAP 後発品

ストラテラカプセル40mg

40MG PTP 140CAP

可

タゾピペ配合静注用4.5「SN」 光製薬

10V 後発品

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」

4.5G 10V

可

タゾピペ配合静注用2.25「SN」 光製薬

10V 後発品

タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」

2.25G 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

(般)リネゾリド錠600mg 可

(般)カペシタビン錠300mg 可

(般)トピラマート錠50mg 可

(般)リザトリプタン錠10mg 可

(般)ブロナンセリン錠4mg 可

(般)モメタゾン点鼻液 可

(般)フレカイニド酢酸塩錠50mg 可

(般)アトモキセチンカプセル40mg 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

ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 沢井製薬

PTP 60T 後

可

セフジニルカプセル100mg「日医工」 日医工

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

ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 沢井製薬

PTP 後

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

ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 沢井製薬

PTP 60T 後

可
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