
令和4年6月 24日
第1回薬事委員会

令和4年6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。

　新規採用
薬品名 メーカー 削除薬品名

規格包装 　先・後発 　審議結果

ミネブロＯＤ錠2.5mg 第一三共 可 ミネブロ錠2.5ｍｇ
２．５MG　１００Ｔ ＰＴＰ

レイボー錠100mg 第一三共 可 イミグラン注3
１００ＭＧ　３０Ｔ　ＰＴＰ

カロナール坐剤４００ あゆみ製薬 可 タペンタ錠100mg
４００ＭＧ　５０個

オゼンピック皮下注2mg ノボ 可 オゼンピック皮下注0.25mgSD
２ＭＧ　１筒

サムタス点滴静注用8mg 大塚製薬 可 イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ
８ＭＧ　１０瓶 「トーワ」

スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL アッヴィ 可 スキリージ皮下注75mg
１５０ＭＧ　１筒 シリンジ0.83ｍＬ

ファモチジン注射液20mg「トーワ」 東和薬品 可 ファモチジン静注20ｍｇ「日新」
２０ＭＧ　２ＭＬ　１０管 後発

フルマゼニル静注0.5mgシリンジ テルモ 可 フルマゼニル注射液0.5ｍｇ「Ｆ」
　「テルモ」 ０．５ＭＧ　５ＭＬ　５筒 後発
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　臨時採用
薬品名 メーカー

規格包装 先・後発 審議結果

オンデキサ静注用200mg アレクシオン 可
２００ＭG　1瓶

デファイテリオ静注200mg 日本新薬 可
２００ＭＧ　１０瓶

ピヴラッツ点滴静注液150mg イドルシア 可
１５０MG　１０瓶

フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 日本血液製剤機構 可
１Ｇ　１瓶

プロカニン注０．５％ 光製薬 可
２５ＭＧ　５ＭＬ　５０管

ピシバニール注射用１KE 中外製薬 可
１ＫＥ　１瓶
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　流通等による採用変更
メーカー 削除薬品名

薬品名 後発 審議結果

ガスロンＮ錠2ｍｇ 日本新薬 可 イルソグラジンマレイン酸塩錠
２ＭＧ　１００Ｔ　ＰＴＰ 2ｍｇ「日医工」

ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ 陽進堂 可 ナファモスタットメシル酸塩
「ＡＹ」 １０Ｇ　１０瓶 後発 注射用１０ｍｇ「MEEK」

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 可 バンコマイシン塩酸塩点滴
「明治」 １Ｇ　１０瓶 後発 静注用１ｇ「MEEK」

ボルテゾミブ注射用3㎎「トーワ」 東和薬品 可 ボルテゾミブ注射用3㎎「DSEP」
３ＭＧ　１瓶 後発

　先発から後発薬へ変更
メーカー 削除薬品名

薬品名 後発 審議結果

イグラチモド錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井 可 ケアラム錠25mg
２５MＧ　１００Ｔ　ＰＴＰ 後発

レベチラセタム錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井 可 イーケプラ錠500ｍｇ
５００ＭＧ　１００Ｔ　ＰＴＰ 後発

レベチラセタムＤＳ５０％「タカタ」 高田製薬 可 イーケプラドライシロップ50％
５０％　１００Ｇ　１瓶 後発

レベチラセタム点滴静注５００ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 可 イーケプラ点滴静注500ｍｇ
５００ＭＧ　５ＭＬ　１０管 後発
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　院外限定採用
薬品名 メーカー

規格包装 先・後発 審議結果

エフメノカプセル１００ｍｇ 富士製薬 可

サイバインコ錠５０ｍｇ ファイザー 可

サイバインコ錠１００ｍｇ ファイザー 可

サイバインコ錠２００ｍｇ ファイザー 可

セムブリックス錠２０ｍｇ ノバルティス 可

セムブリックス錠４０ｍｇ ノバルティス 可

ツートラム錠５０ｍｇ 日本臓器 可

ツートラム錠１００ｍｇ 日本臓器 可

ツートラム錠１５０ｍｇ 日本臓器 可

ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒 ツムラ 可

バクタ配合顆粒 塩野義 可

パシーフカプセル１２０ｍｇ 武田 可

リフヌア錠４５ｍｇ MSD 可

レイボー錠5０ｍｇ 第一三共 可

ビベスピエアロスフィア１２０吸入 アストラゼネカ 可

ビレーズトリエアロスフィア１２０吸入 アストラゼネカ 可

ラピフォートワイプ ２．５％ マルホ 可
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切替削除薬品
薬品名 メーカー 採用薬品名

先・後発 包装規格

ミネブロ錠2.5ｍｇ 第一三共 可 ミネブロＯＤ錠2.5mg
２．５MG　１００Ｔ ＰＴＰ

イミグラン注3 ＧＳＫ 可 レイボー錠100mg
１００ＭＧ　３０Ｔ　ＰＴＰ

タペンタ錠100mg ムンディファーマ 可 カロナール坐剤４００
４００ＭＧ　５０個

オゼンピック皮下注0.25mgSD ノボ 可 オゼンピック皮下注2mg
２ＭＧ　１筒

イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ 東和薬品 可 サムタス点滴静注用8mg
「トーワ」 後発 ８ＭＧ　１０瓶

スキリージ皮下注75mg アッヴィ 可 スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL
シリンジ0.83ｍＬ １５０ＭＧ　１筒

ファモチジン静注20ｍｇ「日新」 日新製薬 可 ファモチジン注射液20mg「トーワ」
後発 ２０ＭＧ　２ＭＬ　１０管

フルマゼニル注射液0.5ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 可 フルマゼニル静注0.5mgシリンジ　「ﾃﾙﾓ」
後発 ０．５ＭＧ　５ＭＬ　５筒

イルソグラジンマレイン酸塩錠 日医工 可 ガスロンＮ錠2ｍｇ
2ｍｇ「日医工」 後発 ２ＭＧ　１００Ｔ　ＰＴＰ

ナファモスタットメシル酸塩 小林化工 可 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
注射用１０ｍｇ「MEEK」 後発 「ＡＹ」 １０Ｇ　１０瓶

バンコマイシン塩酸塩点滴 小林化工 可 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ
静注用１ｇ「MEEK」 後発 「明治」 １Ｇ　１０瓶

ボルテゾミブ注射用3㎎「DSEP」 第一三共エスファ 可 ボルテゾミブ注射用3㎎「トーワ」
後発 ３ＭＧ　１瓶

ケアラム錠25mg エーザイ 可 イグラチモド錠２５ｍｇ「サワイ」
２５MＧ　１００Ｔ　ＰＴＰ

イーケプラ錠500ｍｇ ＵＣＢ 可 レベチラセタム錠５００ｍｇ「サワイ」
５００ＭＧ　１００Ｔ　ＰＴＰ

イーケプラドライシロップ50％ ＵＣＢ 可 レベチラセタムＤＳ５０％「タカタ」
５０％　１００Ｇ　１瓶

イーケプラ点滴静注500ｍｇ ＵＣＢ 可 レベチラセタム点滴静注５００ｍｇ「明治」
５００ＭＧ　５ＭＬ　１０管
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