加古川中央市民病院薬事委員会結果報告
2017年1月
＜採用薬品＞
薬品名
エレルサ錠50㎎
グラジナ錠50㎎
マリゼブ錠25㎎
ﾗｲｿﾞﾃﾞｸﾞ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ
トルリシティ皮下注0.75㎎アテオス

メーカー
MSD㈱
MSD㈱
MSD㈱
ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱
日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱

規 格
50㎎
50㎎
25㎎

＜臨時採用薬品＞
薬品名
ペチロルファン注射液50㎎
キンダリー透析剤AF3号
マリゼブ錠12.5㎎
アドベイト静注用1500
アセチルスピラマイシン錠200
リアルダ錠1200㎎
ヒスロンH錠200㎎
イラリス皮下注用150㎎
ウプトラビ錠0.2㎎
ACD-A液500ml

メーカー
武田薬品工業㈱
扶桑薬品工業㈱
MSD㈱
バクスアルタ㈱
協和発酵キリン㈱
持田製薬㈱
協和発酵キリン㈱
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ㈱
日本新薬㈱
テルモ㈱

規 格
50㎎
6L
12.5㎎
1500単位
200㎎
1200㎎
200㎎
150㎎
0.2㎎
500ml

0.75㎎

＜変更薬品＞
・アデロキザール散78％（販売中止）⇒ビタミンB６散10％「マルイシ」
・ユーゼル錠25㎎→ホリナート錠25㎎「タイホウ」
・静注用フローラン0.5㎎→ｴﾎﾟﾌﾟﾛｽﾃﾉｰﾙ静注用0.5㎎「ACT」専用溶解液（生理食塩液）
・ランタス注ソロスター→ランタスXR注ソロスター
・アルクレイン内用液5％（販売中止）→アルロイドG内用液5％（カイゲンファーマ㈱）
＜名称変更＞
・プレント細粒10％→クロモグリク酸Na細粒小児用10％「TCK」
・イソジンゲル10％90g→ポビドンゲル10％「明治」90g
＜中止薬品＞
・ベゲタミンA配合錠（2017.3.31メーカーからの供給停止）
・ベゲタミンB配合錠（2017.3.31メーカーからの供給停止）
・ペガシス皮下注180μ ｇ
・ペガシス皮下注90μ ｇ
・ペグイントロン皮下注100μ ｇ
・リバビリン錠200㎎ＲＥ「マイラン」
・テラビック錠250㎎
・ソブリアードカプセル100㎎
・ホーリンV腟用錠1㎎
・プラビックス錠75㎎（クロピドグレル錠75㎎「SANIK」が効能追加となった為）
・ダクルインザ錠60㎎
・スンベプラカプセル100㎎
・ネシーナ錠25㎎
・ノボリン30Rフレックスペン
・ビデュリオン皮下注用2㎎ペン

＜薬事委員会規約に基づき2016.7.1から6ヵ月間に使用患者が無かった臨時採用薬で削除する薬品＞
薬品名
アスペノン静注用 100mg(10mL)
アミユー配合顆粒
イミグランキット皮下注 3mg
イミグラン注 3㎎
イミグラン点鼻液 20mg 0.1mL
インヴェガ錠 3mg
エスカゾール錠 200mg
エビスタ錠 60㎎
エルネオパ1号輸液 2000mL
エンシュア･H（バニラ味）経口用
エンシュア･H（バニラ味）経管用
オースギ当帰芍薬散料エキスT錠
オクソラレン錠 10mg
オスポロット錠 200mg
オルガラン静注 1250単位
カデックス軟膏0.9%(100g)
ガバペン錠 400mg
カルチコール注射液 8.5% 10mL
キュバール 50エアゾール
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠
クラビット点滴静注 500mg/20mL
クロロマイセチン錠 250㎎
ザイロリック水（うがい用）
ザクラス配合錠LD
サノレックス錠 0.5mg
ザファテック錠 50mg
サレドカプセル 100㎎
サンディミュン点滴静注用 250mg/5mL
サンピロ点眼液0.125％ 5ml
ジェノトロピンペンG12
ジオン注 生食液付
ジクロフェナクナトリウムテープ15㎎「ユートク」
シメチジン錠 200mg「日医工」
ジャヌビア錠 25mg
ジルテックドライシロップ 1.25%
スパトニン錠 50mg
スピリーバ吸入器(ﾊﾝﾃﾞｨﾍﾗｰ)
スピリーバ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ 18μ g
ゼフィックス錠 100㎎
セレスタミン配合シロップ
タリムス点眼液 0.1%
タルセバ錠 25mg
タンボコール静注 50mg
ツムラ( 5)安中散エキス顆粒
ツムラ( 10)柴胡桂枝湯エキス顆粒
ツムラ( 15)黄連解毒湯エキス顆粒
ツムラ( 22)消風散エキス顆粒
ツムラ( 32)人参湯エキス顆粒
ツムラ( 33)大黄牡丹皮湯エキス顆粒
ツムラ( 34)白虎加人参湯ｴｷｽ顆粒
ツムラ( 45)桂枝湯エキス顆粒
ツムラ( 59)治頭瘡一方エキス顆粒
ツムラ( 67)女神散エキス顆粒
ツムラ( 69)茯苓飲エキス顆粒
ツムラ( 78)麻杏薏甘湯エキス顆粒
ツムラ( 83)抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒
ツムラ( 86)当帰飲子エキス顆粒
ツムラ( 87)六味丸エキス顆粒
ツムラ( 91)竹筎温胆湯エキス顆粒
ツムラ( 95)五虎湯エキス顆粒

薬品名
ツムラ( 96)柴朴湯エキス顆粒
ツムラ(105)通導散エキス顆粒
ツムラ(110)立効散エキス顆粒
ツムラ(118)苓姜朮甘湯エキス顆粒
ツムラ(123)当帰建中湯エキス顆粒
ツムラ(124)川芎茶調散エキス顆粒
ディアコミットドライシロップ分包 250mg
デタントール0.01%点眼液
デパケン錠 100mg
デュロテップMTパッチ 8.4㎎
テリボン皮下注用56.5μ ｇ（溶解液添付製品）
ドパゾール錠 200mg
トレシーバ注ペンフィル
ニュープロパッチ 13.5mg
ニュープロパッチ 2.25mg
ネオパレン1号輸液
ネオパレン2号輸液
ノベルジンカプセル 50mg
ノボペン エコー（レッド）
ハイカリック液-1号 700mL
ハイカリック液-2号 700mL
ハイセレニン細粒 40%
ヒアレイン点眼液 0.3%
ビオフェルミン錠剤
ビオフェルミン配合散
ピシバニール注射用 1KE
ビスミラー散1％
ビソルボン細粒 2%
ピドキサール注 30mg
ヒルナミン錠 5mg
ピレチア錠 5mg
フィニバックス点滴静注用 0.25g
フォシーガ錠 10mg
フルダラ錠 10㎎
ブロキレートPF点眼液 2%
プロジフ静注液 100mg/1.25mL
プロテアミン12注射液 200mL
ブロバリン原末
ヘプセラ錠 10mg
ヘモクロンカプセル 200mg
ペリアクチンシロップ 0.04%
ホスレノールチュアブル錠 250mg
ボナロン点滴静注バッグ 900μ g
ボノテオ錠 1mg
ボンビバ静注1mgシリンジ
ミグリステン錠 20㎎
ミコブティンカプセル 150mg
ラコールNF経腸用液(コーヒー味) 経管用
ラコールNF経腸用液(コーヒー味) 経口用
レダマイシンカプセル 150mg
ワーファリン錠 5mg
ワントラム錠 100mg
小児用フルナーゼ点鼻液25μ g56噴
生食注シリンジ 「オーツカ」 5mL
大塚糖液 50% 20ml
沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠 500mg「三和」
膵外分泌機能検査用PFD内服液

以上

