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1. 新規採用医薬品のお知らせ 

2019 年 7 月 22 日に開催された 2019 年度第 2 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 

経腸栄養剤 イノラス配合経腸用液※1,3 経腸成分栄養剤（半消化態） 大塚工場 292.5 円／1 袋 

骨粗鬆症治療剤 イベニティ皮下注 105mg シリンジ※2 ロモソズマブ(遺伝子組換え) アステラス 24,720 円／1 本 

漢方製剤 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） 茵ちん蒿湯 ツムラ 21 円／1 包 

精神神経用剤 

エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ アリピプラゾール水和物 
大塚製薬 

45,155 円／1 本 

レキサルティ錠 1mg※3 ブレクスピプラゾール 268.9 円／1 錠 

○後 ブロナンセリン錠 4mg ブロナンセリン 小林化工/高田 57 円／1 錠 

○後 ハロペリドール錠 0.75mg「JG」 
ハロペリドール 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 

5.9 円／1 錠 

○後 ハロペリドール錠 3mg「JG」 6.3 円／1 錠 

前立腺癌治療剤 ゴナックス皮下注用 240mg デガレリクス酢酸塩 アステラス 34,850 円／1 V 
気管支喘息・ 
慢性蕁麻疹治療剤 ゾレア皮下注 150mg シリンジ 

オマリズマブ 
（遺伝子組換え） 

ノバルティス 45,645 円／1 本 

外用合成副腎皮質ホルモン剤 ダイアコート軟膏 0.05%（5g） ジフロラゾン酢酸エステル ファイザー 81.5 円／1 本 

甲状腺機能低下症治療剤 チラーヂン S 散 0.01% ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 あすか 58 円／1 g 

COPD 治療剤 テリルジー100 エリプタ 14 吸入用※3 
ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ・ 
ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物･ 
ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩 

GSK 4,107.4 円／1 個 

高脂血症治療剤 パルモディア錠 0.1mg※3 ペマフィブラート 興和 33.9 円／1 錠 

高血圧症治療剤 ミネブロ錠 1.25mg※3,4 エサキセレノン 第一三共 46.9 円／1 錠 

気道潤滑去痰剤 ○後 アンブロキソール塩酸塩 DS 小児用 1.5%「タカタ」  アンブロキソール塩酸塩 高田 34.4 円／1 g 

ドパミン作動剤 ○後 カベルゴリン錠 0.25mg「サワイ」 カベルゴリン 沢井 40.5 円／1 錠 

前立腺肥大症用剤 ○後 シロドシン OD 錠 4mg※5 シドロシン 
小林化工/
大原/沢井 

28 円／1 錠 

持続型赤血球 
造血刺激因子製剤 

○後 ダルベポエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」 

ダルベポエチン アルファ 
（遺伝子組換え） 

協和キリン 
フロンティア 

2,727 円／1 本 

○後 ダルベポエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」 3,801 円／1 本 

○後 ダルベポエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」 6,706 円／1 本 

○後 ダルベポエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」 11,831 円／1 本 

○後 ダルベポエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」 16,492 円／1 本 

抗菌剤 

○後 リネゾリド錠 600mg※3,5 
リネゾリド 

沢井/ 
Meiji Seika 

6,169.6 円／1 錠 

○後 リネゾリド点滴静注 600mg※5 
光//Meiji Seika/ 
共和クリティケア 

8,462 円／1 袋 

○後 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g「MEEK」 バンコマイシン塩酸塩 Meiji Seika 1,096 円／1 V 

○後 セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ 1g「NP」※6 セフメタゾールナトリウム ニプロ 498 円／1 袋 

○後 メロペネム点滴静注用 1g「明治」 メロペネム水和物 Meiji Seika 904 円／1 V 

消化管運動調律剤 ○後 トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg※5 トリメブチンマレイン酸塩 
大原/沢井/ 

東和/日医工 
5.8 円／1 錠 

合成副腎皮質ホルモン剤 ○後 ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」 ベタメタゾン 沢井 6.3 円／1 錠 

※1 フレーバーはヨーグルト、りんごの 2 種類とします。   ※2 外来専用となります。 
※3 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。  ※4 新薬のため処方は 14 日分までとなります。 
※5 入札により販売会社を決定します。 ※6 手術室限定とします。 

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、8 月 13 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、9 月 30 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 

経腸栄養剤 エンシュア・H（バナナ味） 経腸成分栄養剤（半消化態） 『イノラス配合経腸用液』採用のため 

鎮痛消炎剤 ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」 ジクロフェナクナトリウム 『イベニティ皮下注 105mg シリンジ』採用のため 

漢方製剤 
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 人参養栄湯 『ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）』 

採用のため クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 八味地黄丸料 

精神神経用剤 

リスパダールコンスタ筋注用 37.5mg リスペリドン 『エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ』採用のため 

ネルボン散 1% ニトラゼパム 
『レキサルティ錠 1mg』採用のため 
☆『ニトラゼパム錠 5mg「JG」』採用あり 

ロナセン錠 4mg ブロナンセリン 『ブロナンセリン錠 4mg』採用のため 

セレネース錠（0.75mg・3mg） ハロペリドール 『ハロペリドール錠「JG」（0.75mg・3mg）』採用のため 

過活動膀胱治療剤 トビエース錠 4mg フェソテロジンフマル酸塩 『ゴナックス皮下注用 240mg』採用のため 

気管支喘息・ 
慢性蕁麻疹治療剤 ゾレア皮下注用 150mg 

オマリズマブ 
（遺伝子組換え） 

『ゾレア皮下注 150mg シリンジ』採用のため 

吸入ステロイド喘息 
治療剤 フルタイド 50μg エアゾール 120 吸入用 

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 
ｴｽﾃﾙ 

『テリルジー100 エリプタ 14 吸入用』採用のため 

冠循環改善剤 ジピリダモール散 12.5%「JG」 ジピリダモール 
『パルモディア錠 0.1mg』採用のため 
☆『ジピリダモール錠 25mg「日医工」』採用あり 

高血圧治療剤 イルベサルタン OD 錠 50mg「オーハラ」 イルベサルタン 『ミネブロ錠 1.25mg』採用のため 

気道潤滑去痰剤 小児用ムコソルバン DS1.5% アンブロキソール塩酸塩 
『アンブロキソール塩酸塩 DS 小児用 1.5% 
「タカタ」』採用のため 

前立腺肥大症用剤 ユリーフ錠 4mg シロドシン 『シロドシン OD 錠 4mg』採用のため 

ビタミン D3 製剤 アルファロール内用液 0.5µg/mL アルファカルシドール 
『チラーヂン S 散 0.01%』採用のため 
☆『アルファロール散 1μg/g』採用あり 

抗菌剤 
ザイボックス錠 600mg 

リネゾリド 
『リネゾリド錠 600mg』採用のため 

ザイボックス注射液 600mg 『リネゾリド点滴静注 600mg』採用のため 

消化管運動調律剤 セレキノン錠 100mg ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 『トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg』採用のため 

合成副腎皮質ホルモン剤 リンデロン錠 0.5mg ベタメタゾン 『ベタメタゾン錠 0.5mg「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 

アブストラル舌下錠 100µg フェンタニルクエン酸塩 

アロプリノールうがい用液※1 院内製剤 

エビリファイ錠 6mg アリピプラゾール 

オキノーム散 2.5mg オキシコドン塩酸塩 
水和物 オキノーム散 5mg 

カベルゴリン錠 0.25mg「F」※2 カベルゴリン 

クリアナール錠 200mg フドステイン 

グレースビット錠 50mg シタフロキサシン 
コカールドライシロップ 40%
（200mg／0.5g／包）※3 アセトアミノフェン 

ジオトリフ錠 40mg アファチニブマレイン酸塩 

ジクロフェナクナトリウムテープ 30mg「ユートク」 ジクロフェナクナトリウム 

ジフラール軟膏 0.05%（5g）※2 ジフロラゾン酢酸エステル 

製品名 一般名 

ジプレキサザイディス錠 2.5mg オランザピン 

ドグマチール錠 50mg スルピリド 

ドセタキセル点滴静注用 80mg「サワイ」 ドセタキセル 

ネスプ注射液プラシリンジ 
（20μg/30μg/60μg/120μg/180μg） 

ダルベポエチン アルファ 
（遺伝子組換え） 

バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「日医工」 バルプロ酸ナトリウム 
プロノン錠 150mg プロパフェノン塩酸塩 

メチコバール注射液 500µg メコバラミン 

リボトリール錠 1mg クロナゼパム 

ロルカム錠 4mg ロルノキシカム 

※1 調製中止  
※2 販売中止 
※3 分包品のみ販売中止です。 

 


