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1. 新規採用医薬品のお知らせ 
2019 年 5 月 27 日に開催された 2019 年度第 1 回薬事委員会において、次の医薬品の採用が決定されました。 

薬効 製品名 一般名 会社 薬価 

末梢性神経障害性 
疼痛治療剤 

タリージェ錠 2.5mg※1,2 
ミロガバリンベシル酸塩 

第一三共 

78 円／1 錠 

タリージェ錠 5mg※1,2 107.7円／1 錠 

麻薬性鎮痛剤 

ナルサス錠 2mg 
ヒドロモルフォン塩酸塩  

202.8円／1 錠 

ナルラピド錠 1mg 110.6円／1 錠 

○後E Aオキシコドン錠 2.5mg「第一三共」 
オキシコドン塩酸塩水和物 

54P

.2
P円／1 錠 

A○後E Aオキシコドン錠 5mg「第一三共」 99 P

.9
P円／1 錠 

抗てんかん剤 
ビムパット点滴静注 200mg 

ラコサミド 
4,252 円／1 V 

ビムパットドライシロップ 10%※2 386.2円／1 g 

スギ花粉減感作療法剤 シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU スギ花粉エキス 鳥居 57.7円／1 錠 

抗悪性腫瘍剤 

タグリッソ錠 80mg※2 オシメルチニブメシル酸塩 アストラゼネカ 23.932.6円／1 錠 

○後E Aドセタキセル点滴静注 80mg/4mL 
「ヤクルト」 

ドセタキセル ヤクルト 23,488 円／1 V 

ヤーボイ点滴静注液 50mg イピリムマブ 
（遺伝子組換え） BMS 485,342 円／1 V 

ヒト化抗 IL-5 受容体 α 
モノクローナル抗体製剤 ファセンラ皮下注 30mg シリンジ ベンラリズマブ 

（遺伝子組換え） アストラゼネカ 351,535 円／1 本 

鎮痛剤 ソセゴン錠 25mg 塩酸ペンタゾシン 
丸石 

37P

.6
P円／1 錠 

血圧降下剤 ニトプロ持続静注液 6mg ニトロプルシドナトリウム 
水和物 693 円／1 A 

抗精神病剤 
A○後E Aアリピプラゾール錠 3mg「サワイ」 アリピプラゾール 沢井 21P

.7
P円／1 錠 

末梢性神経障害治療剤 
A○後E Aメコバラミン注射液 500µgP

※3 メコバラミン ニプロ／東和 56 円／1 A 

抗潰瘍・抗精神病剤 
A○後E Aスルピリド錠 50mg「CH」 スルピリド 日本ジェネリック 6P

.3
P円／1 錠 

抗菌剤 
A○後E Aシタフロキサシン錠 50mg「サワイ」 シタフロキサシン 沢井 85P

.9
P円／1 錠 

※1 新薬のため処方は 14 日分までとなります。 
※2 院内での処方は入院患者に限ります。外来患者は院外処方となります。 
※3 入札により販売会社を決定します。 

採用薬の使用開始までには入札等の購入手続きの関係上、1 ヶ月程度かかります。納入時期に関しては薬剤部薬品管理室
（内線 2858）までお問い合わせください。 
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2．医薬品削除公示のお知らせ 

次の医薬品を削除します。異議のある方は、6 月 18 日までに薬事委員長または薬剤部まで「異議申立書」および根拠と
なる資料を提出すると共に、7 月 22 日に行われる薬事委員会に出席し、その旨を説明してください。なお、出席のない場
合、原則として異議申立は却下とさせていただきます。なお、「異議申立書」は薬剤部 DI 室（内線 2863）にあります。 
削除決定後、原則として内服・外用剤は院外処方用としてオーダリング登録をします。 

薬効 製品名 一般名 備考 

非ステロイド性 
消炎鎮痛剤 ロルカム錠 4mg ロルノキシカム 『タリージェ錠 2.5mg』採用のため 

経皮鎮痛消炎剤 
ジクロフェナクナトリウムテープ

30mg「ユートク」（7 枚/袋） 
ジクロフェナクナトリウム 『タリージェ錠 5mg』採用のため 

麻薬性鎮痛剤 

アブストラル舌下錠 100µg フェンタニルクエン酸塩 『ナルサス錠 2mg』採用のため 

オキノーム散 2.5mg オキシコドン塩酸塩 
水和物 

『オキシコドン錠 2.5mg「第一三共」』採用のため 

オキノーム散 5mg 『オキシコドン錠 5mg「第一三共」』採用のため 

抗精神病薬 ジプレキサザイディス錠 2.5mg オランザピン 
『ナルラピド錠 1mg』採用のため 
☆「オランザピン OD 錠 2.5mg」採用あり 

不整脈治療剤 プロノン錠 150mg プロパフェノン塩酸塩 『ニトプロ持続静注液 6mg』採用のため 

抗てんかん剤 

バルプロ酸ナトリウムシロップ

5%「日医工」（4mL） 
バルプロ酸ナトリウム 『ビムパットドライシロップ 10%』採用のため 

☆「バルプロ酸ナトリウム細粒 20%」採用あり 

リボトリール錠 1mg クロナゼパム 『ビムパット点滴静注 200mg』採用のため 
☆「リボトリール錠 0.5mg・同細粒 0.1%」採用あり 

抗悪性腫瘍剤 
ジオトリフ錠 40mg アファチニブマレイン酸塩 『タグリッソ錠 80mg』採用のため 

ドセタキセル点滴静注用

80mg「サワイ」 
ドセタキセル 『ドセタキセル点滴静注用 80mg/4mL「ヤクルト」』

採用のため 

気道分泌細胞正常化剤 クリアナール錠 200mg フドステイン 『ファセンラ皮下注 30mg シリンジ』採用のため 

抗精神病薬 エビリファイ錠 6mg アリピプラゾール 『アリピプラゾール錠 3mg「サワイ」』採用のため 
☆6mg→3mg へ規格変更 

末梢性神経障害治療剤 メチコバール注射液 500µg メコバラミン 『メコバラミン注射液 500µg』採用のため 

抗潰瘍・抗精神病剤 ドグマチール錠 50mg スルピリド 『スルピリド錠 50mg「CH」』採用のため 

抗菌剤 グレースビット錠 50mg シタフロキサシン 『シタフロキサシン錠 50mg「サワイ」』採用のため 

3．医薬品採用削除のお知らせ 
下記医薬品については削除が決定しました。薬剤部の在庫がなくなり次第、院内処方ができなくなります。 

なお内服・外用剤は原則として院外処方用オーダリング登録をします。 
製品名 一般名 

アンカロン注 150 アミオダロン塩酸塩 
イレッサ錠 250 ゲフィチニブ 

オルガドロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ 
ﾅﾄﾘｳﾑ 

キイトルーダ点滴静注 20mg※1 ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ 
（遺伝子組換え） 

サイビスクディスポ関節注 2mL 

ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ架橋処理
ﾎﾟﾘﾏｰﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 
架橋処理ﾎﾟﾘﾏｰﾋﾞﾆﾙｽﾙﾎﾝ
架橋体 

ｼﾀﾞﾄﾚﾝｽｷﾞ花粉舌下液 200JAU/mL
ﾎﾞﾄﾙ ※1 標準化スギ花粉エキス 

テオドール錠 100mg テオフィリン 

バルサルタン錠 40mg「ケミファ」 バルサルタン 

フルイトラン錠 1mg トリクロルメチアジド 

プロクトセディル軟膏 ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ・ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ 

製品名 一般名 

ペグイントロン皮下注用 50µg/0.5mL 用 ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝｱﾙﾌｧ-2b
（遺伝子組換え） 

ペルタゾン錠 25※1 塩酸ペンタゾシン 
ベンザリン錠 5 ニトラゼパム 
強力ポステリザン（軟膏） 大腸菌死菌・ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 

レグパラ錠 25mg シナカルセト塩酸塩 
レナジェル錠 250mg セベラマー塩酸塩 

硝酸銀 1%※2 

院内製剤 

CMC-Na うがい用 2%※2 
自己血清点眼液 ※2 
γ-BHC 軟膏 ※2 
コカイン液 10%耳鼻科用 ※2 
調剤用希釈液 5 倍濃度 ※2 

※1 販売中止 ※2 調製中止 

 

 


