
薬事委員会報告

令和2年1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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

令和 2年 1月23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

タペンタ錠100ｍｇ ムンディファーマ

100㎎ PTP   40T

ニトプロ持続静注液30mg

30㎎ 10MLX10A

可

トコフェロール酢酸エステル錠50ｍｇ「ﾄｰﾜ」 東和薬品

50MG PTP 100T 後発品

ビタミンＥ錠50mg「ＮＰ」

50mgPTP 100T

可

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品

100MG PTP 100CAP 後発品

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg[NP｣

100mgPTP 100CAP

可

アルロイドＧ内用液5% カイゲンファーマ

5% 200MLX10

アルクレイン内用液5%

5% 600MLX5

可

サンリズム注射液50 第一三共

50㎎ 5mlX10A

ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩静注50mg

50MG5MLX10A

可

エベレンゾ錠20mg アステラス

20㎎ PTP   30T

ﾀﾞｲｱﾆｰﾙNPD-4 2.5 1500mL

2.5% 1.5LX6袋

可

ラスビック錠75mg 杏林製薬

75㎎ PTP   50T

アベロックス錠400mg

400MG PTP 50T

可

ハルロピテープ8mg 協和キリン

8㎎  28枚

カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」

0.25MG PTP 100T

可

デュピクセント皮下注300mgシリンジ サノフィ

300㎎ 2mLX1ｼﾘﾝｼﾞ

フランセチンＴパウダー

10ｇX5入

可

テリボン皮下注28.2μgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 旭化成ファーマ

4ｵ-ﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

テリボン皮下注用56.5ug

溶解液付56.5UG 1V

可

ワンパル2号輸液800mL 陽進堂

ﾌﾟﾗﾊﾞｯｸﾞ800mLX10袋

リュープリン注射用3.75mg

ｾﾞﾗﾁﾝ除去3.75㎎ 1V

可

ワンパル2号輸液1200mL 陽進堂

ﾌﾟﾗﾊﾞｯｸﾞ1200mLX7袋

ペグイントロン皮下注射150ug

150ug/0.5ml用 1V

可

パレプラス輸液500mL 陽進堂

500mLX20袋

ラニチジン注射液50mg「タイヨー」

50mg 2mLX10A

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

レパーサ皮下注ｵｰﾄﾐﾆﾄﾞｰｻﾞｰ420mg アステラス

420㎎ 1ｺ

可

ハルロピテープ40mg 協和キリン

40㎎  28枚

可

ナルベイン注20mg 第一三共

20㎎ 2mLX10A

可

ポマリストカプセル2mg セルジーン

2㎎ PTP 7CAP

可

コララン錠2.5mg 小野薬品工業

2.5㎎ PTP  100T

可

テセントリク点滴静注840mg 中外製薬

840㎎ 14MLX1V

可

カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 沢井製薬

0.25㎎ PTP 100T 後発品

可

2/9 ページ



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

デベルザ錠20mg 興和

20㎎ PTP

可

レパーサ皮下注ｵｰﾄﾐﾆﾄﾞｰｻﾞｰ420mg アステラス

ｵ-ﾄﾐﾆﾄﾞ-ｻﾞ- 1個

可

エクフィナ錠50mg エーザイ

50㎎ PTP

可

ハルロピテープ16mg 協和キリン

16㎎

可

ハルロピテープ24mg 協和キリン

24㎎

可

ハルロピテープ32mg 協和キリン

32㎎

可

ハルロピテープ40mg 協和キリン

40㎎

可

アイベータ配合点眼液 千寿

5mL

可

アレジオンLX点眼液0.1% 参天製薬

0.1%　5mL

可

トラメラスPF点眼液0.5％ 日本点眼

25㎎ 5mL

可

クロモグリク酸Na・PF点眼液2%｢日点｣ 日本点眼

2% 5mL 後発品

可

ケトチフェンPF点眼液0.05%｢日点｣ 日本点眼

0.05% 5mL 後発品

可

ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%｢日点｣ 日本点眼

0.1%　5mL 後発品

可

カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%｢日点｣ 日本点眼

2% 5mL 後発品

可

チモロールPF点眼液0.5%「日点」 日本点眼

0.5% 5mL 後発品

可

ラタノプロストPF点眼液0.005%｢日点｣ 日本点眼

0.005% 2.5mL 後発品

可

アベロックス錠400mg バイエル薬品

400㎎ PTP

可

カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 沢井製薬

0.25㎎ PTP 後発品

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

テリパラチドBS皮下注キット600ug｢モチダ｣ 持田製薬

600ug｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 1ｷｯﾄ 後発品

フォルテオ皮下注キット600ug

600ug 1ｷｯﾄ

可

サクシゾン注射用100mg 武田薬品工業

100㎎ 5V 後発品

ソル･コーテフ注射用100mg

100㎎ 5V

可

サクシゾン静注用500mg 武田薬品工業

500㎎ 5V 後発品

ソル・コーテフ静注用500mg

500㎎ 5V

可

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 沢井製薬

50mg 10V 後発品

ファンガード点滴用50mg

50㎎ 10V

可

ガンシクロビル点滴静注用500mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ファイザー

500㎎ﾌｧｲｻﾞ- 1V 後発品

デノシン点滴静注用500mg

0.5ｇ 1V

可

アプレピタントカプセル125mg｢サワイ｣ 沢井製薬

125㎎ PTP    6CAP 後発品

イメンドカプセル125mg

125㎎ PTP 6CAP

可

アプレピタントカプセル80mg｢サワイ｣ 沢井製薬

80㎎ PTP    6CAP 後発品

イメンドカプセル80mg

80㎎ PTP 6CAP

可

ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 武田テバファーマ

2mL×30A 後発品

パルミコート吸入液0.5mg

0.5㎎2mLX30A

可

ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 沢井製薬

2.5㎎ PTP  100T 後発品

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」

2.5㎎ PTP 100T

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

フォルテオ皮下注キット600ug イーライリリ

600ug 1ｷｯﾄ

可

【般】アプレピタントカプセル125mg 可

【般】アプレピタントカプセル80mg 可

【般】ブテゾニド吸入液0.5mg 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

25mcgチロナミン錠 武田薬品工業

25ug ﾊﾞﾗ 100T

可

クロミッド錠50mg 富士製薬

50㎎ PTP 30T

可

パシーフカプセル30mg 武田薬品工業

30MG PTP 50CAP

可

エパデールS900（スティック） 持田製薬

900㎎ 84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

チロナミン錠25ug 武田薬品工業

25ug

可

クロミッド錠50mg 富士製薬

50㎎ PTP

可

パシーフカプセル30mg 武田薬品工業

30㎎ PTP

可

エパデールS900 持田製薬

900㎎

可

7/9 ページ



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

ファンガード点滴用50mg アステラス

50㎎ 10V

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

チロナミン錠25ug 武田薬品工業

25ug ﾊﾞﾗ 100T

可

パシーフカプセル30mg 武田薬品工業

30MG PTP 50CAP

可
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