
第43回　薬事委員会結果
１.臨床試用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入　再：再試用　止：採用中止）
　【平成30年 2月 6日よりオーダー入力可能となります。】

組成 薬効 薬価 申請者
(MSD) ｴｾﾞﾁﾆﾌﾞ・ 2189 1錠 内科

☆ アトーゼット錠LD ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物配合剤高脂血症用剤 ¥177.00 榛葉
(GSK) 2160 1錠 神経内科

☆ アマージ錠2.5mg ﾅﾗﾄﾘﾌﾟﾀﾝ塩酸塩 5HT受容体作動型片頭痛治療剤 ¥866.10 小野澤
(武田) 3122 1管 内科

★ アリナミンF100注 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ塩酸塩 ビタミンB1誘導体 ¥122.00 高橋
(塩野義) 1179 1錠 小児科

☆ インチュニブ錠1mg ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 注意欠陥/多動性障害治療剤 ¥407.20 深澤
(塩野義) 1179 1錠 小児科

☆ インチュニブ錠3mg ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 注意欠陥/多動性障害治療剤 ¥537.50 深澤
（大塚） 1179 1錠 小児科

☆ エビリファイ錠1mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 抗精神病剤 ¥29.50 深澤
(ノバルティス) ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩・ 2259 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科

ウルティブロ吸入用カプセル ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤 ¥253.50 穂積/内藤
（塩野義) 8119 1錠 外科

☆ オキシコンチンTR錠5mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 ¥134.70 小泉
（塩野義) 8119 1錠 外科

☆ オキシコンチンTR錠10mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 ¥251.80 小泉
（塩野義) 8119 1錠 外科

☆ オキシコンチンTR錠20mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 ¥468.80 小泉
(GSK) 6139 1錠 内科

オーグメンチン配合錠250RS ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物・ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ複合抗生物質 ¥36.10 内藤
(協和発酵キリン) 3999 1錠 内科

オルケディア錠1mg ｴﾎﾞｶﾙｾﾄ 副甲状腺機能亢進症治療薬 ¥280.70 高橋
(協和発酵キリン) 3999 1錠 内科

オルケディア錠2mg ｴﾎﾞｶﾙｾﾄ 副甲状腺機能亢進症治療薬 ¥412.10 高橋
(バイエル) 7290 1筒 画像

★ ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙ 環状型非ｲｵﾝ性MRI用造影剤 ¥7,298.00 鈴木
(田辺三菱) ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素酸塩水和物・3969 1錠 内科

☆ カナリア配合錠 ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ水和物配合剤 2型糖尿病治療剤 ¥290.20 榛葉
(EAファーマ) 2359 1錠 外科・小泉

グーフィス錠5mg ｴﾛﾋﾞｷｼﾊﾞｯﾄ水和物 消化器官用剤 ¥105.80 内科・高橋
（小野薬品） 3969 1錠 内科

グラクティブ錠100mg ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物 糖尿病用剤 ¥197.00 大橋
(旭化成ファーマ) 3999 1筒 内科

ケブザラ皮下注150mg ｻﾘﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） ﾋﾄ型抗ﾋﾄIL-6受容体ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体 ¥44,556.00 大橋
(旭化成ファーマ) 3999 1筒 内科

ケブザラ皮下注200mg ｻﾘﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） ﾋﾄ型抗ﾋﾄIL-6受容体ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体 ¥59,120.00 大橋
用 （鳥居） 4490 1錠 小児科

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU ｽｷﾞ花粉ｴｷｽ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ薬 ¥57.70 深澤
用 （鳥居） 4490 1錠 小児科

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU ｽｷﾞ花粉ｴｷｽ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ薬 ¥144.10 深澤
(アステラス) 3969 1錠 内科

☆ スーグラ錠50mg ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ　L-ﾌﾟﾛﾘﾝ 2型糖尿病治療剤 ¥200.20 榛葉
(アステラス/MSD) ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物・ 3969 1錠 内科

☆ スージャヌ配合錠 ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ　L-ﾌﾟﾛﾘﾝ配合剤 2型糖尿病治療剤 ¥263.80 榛葉
(中外) 3999 1筒 整形外科

★ スベニールディスポ関節注25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム 関節機能改善剤 ¥1,082.00 小早川
(塩野義) 6250 1錠 薬剤科

ゾフルーザ錠10mg ﾊﾞﾛｷｻﾋﾞﾙ　ﾏﾙﾎﾞｷｼﾙ酸 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬 ¥1,507.50 松下
(塩野義) 6250 1錠 薬剤科

ゾフルーザ錠20mg ﾊﾞﾛｷｻﾋﾞﾙ　ﾏﾙﾎﾞｷｼﾙ酸 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬 ¥2,394.50 松下
(日医工) 2454 1錠 外科

デカドロン錠4mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 副腎皮質ホルモン剤 ¥33.60 小泉

医薬品名
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(協和発酵キリン) ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ水和物・ 2699 1g 皮膚科
☆ ドボベットゲル ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙｹﾞﾙ 尋常性乾癬治療剤 ¥247.50 飯田

(興和創薬) 2183 1錠 内科
★ パルモディア錠0.1mg ﾍﾟﾏﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 高脂血症用剤 ¥33.90 榛葉

(Abbi) 3999 1ｷｯﾄ 内科
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） 生物学的製剤　TNFα阻害剤 ¥62,596.00 大橋

用 （鳥居） 4490 1錠 小児科
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ 抗アレルギー薬 ¥62.70 深澤

用 （鳥居） 4490 1錠 小児科
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ 抗アレルギー薬 ¥189.40 深澤

(ノーベル) 2482 1錠 家庭
☆ ルナベル配合錠ULD ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 月経困難症治療剤 ¥314.10 井上

(田辺三菱) 4490 1錠 皮膚科
☆ ルパフィン錠10mg ﾙﾊﾟﾀｼﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩 アレルギー性疾患治療剤 ¥67.50 飯田
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2.新規採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）
組成 薬効 薬価 申請者

(ﾏﾙﾎ) 6250 1錠 皮膚科
ｱﾒﾅﾘｰﾌ錠200mg ｱﾒﾅﾒﾋﾞﾙ 抗ウイルス剤 ¥1,437.10 飯田

(武田) 3969 1錠 内科
☆ ｲﾆｼﾝｸ配合錠 ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 糖尿病用剤 ¥166.40 高橋

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 3969 1錠
☆ ｴｸﾒｯﾄ配合錠HD ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 糖尿病用剤 ¥77.60

(大塚) 3999　他に分類されない 1筒 内科
★ ｴﾙｶﾙﾁﾝFF静注 1000mgｼﾘﾝｼﾞ ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ その他の代謝性医薬品 ¥1,007.00 高橋

（塩野義） 6132 1ｇ 小児科
☆ L-ｹﾌﾚｯｸｽ 小児用顆粒 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ セフェム系抗生物質製剤 ¥70.10 深澤

(GSK) 6139　その他の主として 1錠 家庭医療
☆ ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠 250RS ｱﾓｷｼｼﾘﾝ ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸 グラム陽性・陰性菌に作用 ¥36.10 吉野

(ｲｰﾗｲﾘﾘｰ)
オルミエント錠2㎎ 3999　他に分類されない ¥2,690.40
　　　　　　　　 4㎎ ﾊﾞﾘｼﾁﾆﾌﾞ その他の代謝性医薬品 ¥5,223.00

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 1179 1錠 家庭医療
☆ ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠OD錠 25mg ｾﾙﾄﾗﾘﾝ 精神神経用剤 ¥85.30 吉野

(塩野義) 2359 1錠 小泉
ｽｲﾝﾌﾟﾛｲｸ錠0.2mg ﾅﾙﾃﾞﾒｼﾞﾝﾄｼﾙ 下剤・浣腸剤 ¥272.10 北濱

用 （ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ） 2290 1瓶 皮膚科
★ ｿﾞﾚｱ皮下注150mg ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ 呼吸器官用剤 ¥45,578.00 飯田

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 1錠
☆ ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠0.5mg 7990　他に分類されない ¥136.40

　　　　　　　　　1mg ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ 治療を目的としない医薬品 ¥244.20
(GSK) 3999　他に分類されない 1ｷｯﾄ 内科

ﾍﾞﾝﾘｽﾀ皮下注200mg ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ﾍﾞﾘﾑﾏﾌﾞ その他の代謝性医薬品 ¥24,547.00 大橋
(中外) 3999　他に分類されない 1ｷｯﾄ 整形外科

★ ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注 1mgｼﾘﾝｼﾞ ｲﾊﾞﾝﾄﾞﾛﾝ酸 その他の代謝性医薬品 ¥4,828.00 小早川
(ﾏﾙﾎ) 2699　他に分類されない 1ｇ 皮膚科

☆ ﾏｰﾃﾞｭｵｯｸｽ軟膏 ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 外皮用薬 ¥220.60 飯田
用 (EAﾌｧｰﾏ) 2399　他に分類されない １缶 小泉

ﾚｸﾀﾌﾞﾙ2mg 注腸ﾌｫｰﾑ14回 ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ 消化器官用薬 ¥6,826.90 北濱
(ｱｽﾃﾗｽ) 2189 1ｷｯﾄ 内科

ﾚﾊﾟｰｻ皮下注420mg ｵｰﾄﾐﾆﾄﾞｰｻﾞｰ ｴﾎﾞﾛｸﾏﾌﾞ 高脂血症用剤 ¥46,511.00 大橋

医薬品名

内科
榛葉

家庭医療
吉野

内科
大橋
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3.切替および規格追加採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）
組成 薬効 薬価

(ファイザー) 3999 1錠
アレンドロン酸錠35mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸 骨粗鬆症治療剤 ¥204.10

《フォサマック錠35㎎から切り替え》
(ノバルティス) 3999 1瓶

★ イラリス皮下注射液150mg ｶﾅｷﾇﾏﾌﾞ ﾋﾄ型抗ﾋﾄIL-1βﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体 ¥1,480,264.0

《粉末製剤から液体製剤へ切り替え》
(DSPﾊﾞｲｵ) ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ･ 2149 1錠

イルアミクス配合錠LD「DSPB」 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾍﾞｼﾙ酸塩配合剤 長時間作用型ARB持続性Ca拮抗薬配合剤¥46.30
《アイミクス配合錠LDから切り替え》

(あゆみ製薬) 3999 1筒
ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ0.5mL｢MA｣ ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ（遺伝子組換え） 完全ﾋﾄ型可溶性TNFα/LTαﾚｾﾌﾟﾀｰ製剤¥9,249.00

《エンブレルから切り替え》
(あゆみ製薬) 3999 1筒

ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注50mgｼﾘﾝｼﾞ1.0mL｢MA｣ ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ（遺伝子組換え） 完全ﾋﾄ型可溶性TNFα/LTαﾚｾﾌﾟﾀｰ製剤¥18,134.00
《エンブレルから切り替え》

(あゆみ製薬) 3999 1ｷｯﾄ
ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注50mgﾍﾟﾝ1.0mL｢MA｣ ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ（遺伝子組換え） 完全ﾋﾄ型可溶性TNFα/LTαﾚｾﾌﾟﾀｰ製剤¥18,190.00

《エンブレルから切り替え》
(沢井) 6250 1g

オセルタミビルDS3%｢ｻﾜｲ｣ ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ 抗インフルエンザウイルス剤 ¥100.10
《タミフルドライシロップから切り替え》

(沢井) 6250 1ｶﾌﾟｾﾙ
オセルタミビルカプセル75mg｢ｻﾜｲ｣ ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ 抗インフルエンザウイルス剤 ¥136.00

《タミフルカプセル75㎎から切り替え》
(日本ジェネリック) 2646 1g

☆ オルテクサー口腔用軟膏0.1% ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 口腔粘膜治療剤 ¥63.40
《販売中止のためケナログ口腔用軟膏0.1%から切り替え》

(バイエル) 7290 1筒
☆ ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL ｶﾞﾄﾞﾌﾟﾄﾛｰﾙ 環状型非ｲｵﾝ性MRI用造影剤 ¥7,298.00
《オムニスキャン静注シリンジ15mLから切り替え》

(沢井) 3112 1ｶﾌﾟｾﾙ
☆ カルシトリオールカプセル0.25µg｢ｻﾜｲ｣ ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 活性型ビタミンＤ3製剤 ¥7.00
《販売中止のためヒポテリオールカプセル錠0.25µgから切り替え》

(あゆみ製薬) 1141 1錠
カロナール錠500mg｢あゆみ｣ ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 解熱鎮痛剤 ¥9.20

《カロナール錠200mgに規格追加》
(エーザイ) 3999 1錠

ケアラム錠25mg ｲｸﾞﾗﾓﾁﾄﾞ 抗リウマチ剤 ¥154.80
《販売移管のだめコルベット錠25㎎から切り替え》

(あゆみ製薬) 3999 1cap
タクロリムスカプセル0.5mg「あゆみ」 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 免疫抑制剤 ¥207.10

《タクロリムスカプセル0.5㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣から切り替え》
(あゆみ製薬) 3999 1錠

タクロリムスカプセル1mg「あゆみ」 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 免疫抑制剤 ¥366.90
《タクロリムスカプセル1㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣から切り替え》

　　　（東和薬品） 2132 1錠
トリクロルメチアジド錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 降圧利尿剤 ¥6.10

《フルイトラン錠1㎎から切り替え》
　　　（東和薬品） 2399 1錠

トリメプチンマレイン酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾄﾘﾒﾌﾟﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 消化管運動調律剤 ¥5.80
《セレキノン錠100㎎から切り替え》

(扶桑) 1190 1錠
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5mg｢ﾌｿｰ｣ ナルフラフィン塩酸塩 掻痒症改善剤 ¥549.50

《レミッチOD錠2.5μgから切り替え》
(沢井) 2359 1錠

ピコスルファートNa錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄ 緩下剤 ¥5.80
《ラキソベロン錠2.5mgから切り替え》

医薬品名
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(沢井) 6131 1瓶
★ ピペラシリンNa注射用1g｢ｻﾜｲ｣ ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 合成ペニシリン製剤 ¥379.00
《レミッチOD錠2.5μgから切り替え》

(丸石) 1129 1筒
★ プレセデックス静注液200µg/50mLｼﾘﾝｼﾞ ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ塩酸塩 α2作動性鎮静剤 ¥5,413.00
《シリンジ製剤へ切り替え》

(日医工) 2234 1錠
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg｢日医工｣ ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩 気道粘液溶解剤 ¥5.00

《ビソルボン錠4㎎から切り替え》
(第一三共) 8219 1枚

ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩1日用ﾃｰﾌﾟ6mg｢第一三共｣ ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 経皮吸収型持続疼痛治療剤 ¥1,313.80
《フェントステープ6㎎から切り替え》

(第一三共) 8219 1枚
ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩1日用ﾃｰﾌﾟ8mg｢第一三共｣ ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 経皮吸収型持続疼痛治療剤 ¥1,700.80

《フェントステープ8㎎から切り替え》
　　　　　　(ニプロ) 2139 1錠

フロセミド錠20mg「NP」 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 利尿降圧剤 ¥6.00
《ラシックス錠20㎎から切り替え》

　　　　　　(武田ﾃﾊﾞ) 2139 1錠
フロセミド錠40mg「ﾃﾊﾞ」 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 利尿降圧剤 ¥6.30

《ラシックス錠40㎎から切り替え》
　　　　　　(ＭＳＤ) 6313 1筒

★ ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽⅡ水性懸濁注ｼﾘﾝｼﾞ0.25mL 組換え沈降Ｂ型肝炎ﾜｸﾁﾝ ウイルスワクチン類 ¥2,176.00
《ラシックス錠40㎎から切り替え》

　　　　　　(ＭＳＤ) 6313 1筒
★ ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽⅡ水性懸濁注ｼﾘﾝｼﾞ0.5mL 組換え沈降Ｂ型肝炎ﾜｸﾁﾝ ウイルスワクチン類 ¥2,417.00
《ラシックス錠40㎎から切り替え》

(沢井) 3399 1錠
ベラプロストNa錠20μg｢ｻﾜｲ｣ ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ PGI2誘導体製剤 ¥19.00

《プロサイリン20μgから切り替え》
(持田) 6290 1錠

ボセンタン錠62.5mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ ﾎﾞｾﾝﾀﾝ エンドセリン受容体拮抗薬 ¥1,475.40
《ボセンタン錠62.5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣から切り替え》

(武田ﾃﾊﾞ) 3999 1ｶﾌﾟｾﾙ
ミコフェノール酸ﾓﾌｪﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg「ﾃﾊﾞ」ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸ﾓﾌｪﾁﾙ 免疫抑制剤 ¥121.10

《ミコフェノールモフェチルカプセル250㎎｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣から切り替え》
(大塚工場) 3259 10mL

ﾗｺｰﾙNF配合経腸用液200mL抹茶ﾌﾚｰﾊﾞｰ ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸ﾓﾌｪﾁﾙ 経腸栄養剤 ¥7.30
《フレーバー規格追加》

(大塚) 2329 1錠
レバミピドOD錠100mg｢ｵｵﾂｶ」 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 胃炎・胃潰瘍治療剤 ¥9.90

《販売中止のためレバミピドOD錠100㎎｢明治｣から切り替え》
(第一三共ｴｽﾌｧ) 6241 1ｷｯﾄ

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500mg｢DSEP｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系抗菌剤 ¥2,237.00
《クラビット点滴静注500mgから切り替え》
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4.院外のみへ採用移行医薬品

医薬品名 組成 薬効
（サノフィ） 3969

アプルウェイ錠 ﾄﾎｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 2型糖尿病治療剤

（マイランＥＰＤ） 1141

アンヒバ坐剤小児用50mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 小児用解熱鎮痛剤

（ＧＳＫ） 2160

イミグラン点鼻液 ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 片頭痛治療剤

（田辺三菱） 3969

カナグル錠 ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ水和物 2型糖尿病治療剤

（沢井） 2233

カルボシステイン錠250mg｢ｻﾜｲ｣ ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 気道粘液調整･粘膜正常化剤

（キッセイ） ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物･ 3969

グルベス配合錠 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ配合剤 糖尿病用剤

（ＧＳＫ） 3943

ザイロリック錠50mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 高尿酸血症治療剤

（武田） ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ･ 2149

ザクラス配合錠HD ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合剤 降圧剤

（ファイザー） 6132

セフジニルカプセル100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ ｾﾌｼﾞﾆﾙ セフェム系製剤

（ヤンセン） 8219

タペンタ錠25mg ﾀﾍﾟﾝﾀｿﾞｰﾙ塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤

（ヤンセン） 8219

タペンタ錠100mg ﾀﾍﾟﾝﾀｿﾞｰﾙ塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤

（沢井） 2171

ニフェジピンL錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 持続性Ca拮抗剤

（明治製菓） 6135

ホスミシンドライシロップ400 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ水和物 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系抗生剤

（ＭＳＤ） 3969

マリゼブ錠 ｵﾏﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用剤

（久光） 2649

モーラステープ20mg ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 経皮鎮痛消炎剤

（大鵬薬品） 4229

ユーエフティ配合カプセル ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｳﾗｼﾙ 代謝拮抗剤

（大鵬薬品） 4229

ユーエフティ-E配合顆粒 ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｳﾗｼﾙ 代謝拮抗剤
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5.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
（大日本住友） 1162

アキネトン注射液5mg 乳酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 抗パーキンソン剤

（ノバルティス） 3999

イラリス皮下注用150mg ｶﾅｷﾇﾏﾌﾞ ﾋﾄ型抗ﾋﾄIL-1βﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体

（第一三共） 7290

オムニスキャン静注ｼﾘﾝｼﾞ15mL ｶﾞﾄﾞｼﾞｱﾐﾄﾞ 線状型非ｲｵﾝ性MRI用造影剤

（ＢＭＳ） 2399

ケナログ口腔用軟膏0.1% ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 合成副腎皮質ホルモン剤

（エーザイ） 3999

コルベット錠25mg ｲｸﾞﾗﾁﾓﾄﾞ 抗リウマチ剤

（大正富山） 6241

パシル点滴静注液500mg ﾊﾟｽﾞﾌﾛｷｻｼﾝﾒｼﾙ酸塩 ニューキノロン系抗菌剤

（ファイザー） 3112

ヒポテリオールカプセル0.25µg ｶﾙｼﾄｵｰﾙ 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3製剤

（ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ） 3329

ポリドカスクレロール注3% ﾎﾟﾘﾄﾞｶﾉｰﾙ 下肢静脈瘤硬化剤

（第一三共） 3299

マンニットールS注射液 D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ・D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ 脳圧降下・浸透圧利尿剤

（明治製菓） 2329

レバミピドOD錠100mg｢明治｣ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 胃炎・胃潰瘍治療剤
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