
薬事委員会報告

令和元年11月20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

令和　元年12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

ランタスＸＲ注ソロスター450単位 サノフィ

450単位 1.5MLX2

ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ50注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ

100U/ML　3MLX2

可

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ ノボ

2本

ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ３０ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ

100単位/ml 3mlX2

可

タペンタ錠25mg ムンディファーマ

25MG PTP 40T

ｱﾌﾞｽﾄﾗﾙ舌下錠100ug

100UG SP 40T

可

エカベトＮａ顆粒66.7％「ＮＳ」 日新製薬

66.7% 1.5GX112ﾎｳ 後発品

エカベトＮａ顆粒66.7％「ﾌｧｲｻﾞｰ」

66.7% 1.5GX112ﾎｳ

可

レルミナ錠40mg あすか製薬

40㎎ PTP  100T

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注75単位

75U 10A

可

スキリージ皮下注75mgシリンジ アッヴィ

0.83ML 75㎎X1ｼﾘﾝｼﾞ

ｺｾﾝﾃｨｸｽ皮下注150mgペン

150MG 1ﾎﾝ

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

ハイゼントラ20％皮下注2g/10mL ＣＳＬベーリング

2ｇ 10ML 1V

可

ハイゼントラ20％皮下注4g/20mL ＣＳＬベーリング

4G 20ML 1V

可

ソマチュリン皮下注90ｍｇ 帝人ファーマ

90MG 1ｼﾘﾝｼﾞ

可

ユルトミリス点滴静注300mg30mL アレクシオン

300MG 30ML 1V

可

ビベスピエアロスフィア28吸入 アストラゼネカ

2本

可

ビレーズトリエアロスフィア56吸入 アストラゼネカ

1本

可

フォリルモンP注75 富士製薬

75U 10A 後発品

可

コセンティクス皮下注150mgペン ノバルティス

150MG 1ﾎﾝ

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

ミニリンメルトOD錠25μg フェリング

25ug PTP

可

ミニリンメルトOD錠50μg フェリング

50ug PTP

可

ニンラーロカプセル2.3mg 武田薬品工業

ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ付 PTP

可

ニンラーロカプセル3mg 武田薬品工業

ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ付 PTP

可

スマイラフ錠50mg アステラス

50㎎ PTP

可

スマイラフ錠100mg アステラス

100㎎ PTP

可

タペンタ錠50mg ムンディファーマ

50㎎ PTP

可

ハイゼントラ20％皮下注2g/10mL ＣＳＬベーリング

2ｇ 10ML

可

ハイゼントラ20％皮下注4g/20mL ＣＳＬベーリング

4ｇ 20ML

可

ビベスピエアロスフィア28吸入 アストラゼネカ 可

ビレーズトリエアロスフィア56吸入 アストラゼネカ 可

ヒューマログミックス50注ミリオペン イーライリリー

300単位 3ML

可

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン ノボ

300単位 3ML

可

コセンティクス皮下注150mgペン ノバルティス

150㎎

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

カプトプリル錠25「SW」 沢井製薬

PTP  100T 後発品

カプトリル錠25mg

25㎎ PTP  100T

可

サラゾスルファピリジン錠500mg「ＪＧ」 日本ジェネリ

PTP  100T 後発品

サラゾピリン錠500mg

500㎎ PTP 100T

可

セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 共和薬品工業

PTP  100T 後発品

【覚】エフピーＯＤ錠2.5

2.5MG PTP100T

可

炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 コーアイセイ

PTP  100T 後発品

ホスレノールＯＤ錠250mg

250MG PTP 100T

可

プロカテロール塩酸塩DS 0.01%「タカタ」 高田製薬

ﾊﾞﾗ 100ｇ 後発品

メプチンドライシロップ0.005％

0.005% ﾊﾞﾗ 100ｇ

可

インドメタシン外用液1％「日医工」 日医工

60MLX10ﾎﾝ 後発品

イドメシンコーワゾル1%

45ｇX10入

可

ドルモロール配合点眼液「日点」 日本点眼

5MLX5 後発品

コソプト配合点眼液5mL

5MLX10

可

チモロールXE点眼液0.5％「杏林」 杏林製薬

0.5% 2.5MLX5本 後発品

リズモンＴＧ点眼液0.5%

0.5% 2.5mlX5

可

ケトプロフェン筋注50mg「日新」 日新製薬

2.5MLX50A 後発品

カピステン筋注50mg

50㎎ 2.5mlX10A

可

乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 田辺三菱製薬

1MLX10A 後発品

アキネトン注射液5mg

5㎎ 1mlX30A

可

デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリン ニプロファマ

50MLX5 後発品

ズファジラン錠10mg

10㎎ PTP 1000T

可

メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」 東和薬品

(ﾄ-ﾜ) 0.5G 10V 後後発

ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用0.5g「NP」

(NP) 0.5G 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

【般】カプトプリル錠25mg 可

【般】サラゾスルファピリジン錠500mg 可

【般】セレギリン塩酸塩錠2.5mg 可

【般】炭酸ランタンOD錠250mg 可

【般】ドロキシドパカプセル100mg 可

【般】プロカテロール塩酸塩シロップ用0.01% 可

【般】インドメタシン外用液1% 可

【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 可

【般】チモロール点眼液0.5%(持続性) 可
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