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第 193回薬事委員会審議結果報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 仮採用及び新規採用医薬品の処方開始は 10月 20日（木）となります。 

 

＊ 後発医薬品への切替えは 10 月 20 日（木）以降、先発医薬品の院内在庫が

終了次第、随時行います。なお、院外処方については引き続き、先発医薬

品も処方可能です。 

 

＊ 仮採用医薬品については、全診療科においてオーダリング可能とし、  

採用期間は原則として 1年間です。 

 

 



新規採用医薬品　8件 第193回薬事委員会　平成28年 9月21日

オノアクト点滴静注用150mg 小野薬品

短時間作用型β1選択的遮断剤

ランジオロール塩酸塩

17,672.0円/瓶薬価

採用条件： オノアクト点滴静注用50mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ
停止）

*

グルファストOD錠10mg キッセイ薬品

速効型インスリン分泌促進薬

ミチグリニドカルシウム水和物

54.3円/錠薬価

採用条件： グルファスト錠10mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
グルファスト錠10mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

タリオン錠 10mg 田辺三菱製薬

選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ベポタスチンベシル酸塩

46.4円/錠薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」 トーアエイヨー

ニトログリセリン　シリンジ製剤

ニトログリセリン

1,508円/筒薬価

採用条件： ミオコール静注5㎎は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）
ミオコール点滴静注50㎎は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ
停止）

*

ノイロトロピン錠 4単位 日本臓器製薬

下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤

ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液

32.4円/錠薬価

*

パッチテストパネル(S) 佐藤製薬

アレルギー性皮膚疾患の検査薬 15,875.2円/組薬価

*

プラリア皮下注60mgシリンジ 第一三共

ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

デノスマブ（遺伝子組換え）

29,296.0円/筒薬価

*

ワントラム錠100mg ファイザー

持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマドール塩酸塩

119.1円/錠薬価

*

(1)



仮採用医薬品　6件 第193回薬事委員会　平成28年 9月21日

KN1号輸液　500mL 大塚製薬

総合電解質輸液 130.0円/袋薬価

*

インスリングラルギンBS注キット「FFP」 富士フイルムファーマ

持効型溶解インスリンアナログ製剤

インスリングラルギン（遺伝子組換え）

1,528.0円/キット薬価

*

ウトロゲスタン腟用カプセル200mg 富士製薬工業

天然型黄体ホルモン製剤

プロゲステロン

未収載薬価

採用条件： 料金規定が決定し次第オーダリング開始

*

シクレスト舌下錠5mg Meiji Seikaファルマ

抗精神病剤

アセナピンマレイン酸塩

274.0円/錠薬価

*

ニュープロパッチ18mg 大塚製薬

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤/レストレスレッグス症候群治療剤

ロチゴチン

1,017.2円/枚薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

マーデュオックス軟膏 マルホ

尋常性乾癬治療剤

マキサカルシトール
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

2,310.0円/本薬価

*

(1)



仮採用延長医薬品　2件 第193回薬事委員会　平成28年9月21日

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 日本イーライリリー

持効型溶解インスリンアナログ製剤

インスリングラルギン（遺伝子組換え）

1,696.0円/キット薬価

採用条件： 仮採用延長期間は1年間

*

ルティナス膣錠100mg フェリング・ファーマ

黄体ホルモン剤

プロゲステロン

未収載薬価

採用条件： 仮採用延長期間は1年間

*

(1)



新規採用医薬品（ 後発医薬品）　 14件 第193回薬事委員会　平成28年9月21日

アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 東和薬品

合成ペニシリン製剤

アモキシシリン

8.6円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変
更（院内オーダ停止）

*

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「トーワ」 東和薬品

気道潤滑去痰剤

アンブロキソール塩酸塩

5.1円/mL薬価

小児用ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ0.3%の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
小児用ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ0.3%は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オー
ダ停止）

*

エルタシン軟膏0.1％ 富士製薬工業

アミノグリコシド系抗生物質製剤

ゲンタマイシン硫酸塩

7.6円/g薬価

ゲンタシン軟膏0.1%の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ゲンタシン軟膏0.1%は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ
変更（院内オーダ停止）

*

ジアゼパム錠2mg「アメル」 共和薬品工業

マイナートランキライザー

ジアゼパム

5.6円/錠薬価

2mgセルシン錠の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
2mgセルシン錠は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更
（院内オーダ停止）

*

ジアゼパム錠5「トーワ」 東和薬品

精神安定剤

ジアゼパム

5.7円/錠薬価

ホリゾン錠5mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ホリゾン錠5mgは院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更
（院内オーダ停止）

*

フェルビナクパップ70mg「NP」7枚/包 ニプロ

経皮吸収型鎮痛消炎剤

フェルビナク

95.9円/袋薬価

ｾﾙﾀｯﾁﾊﾟｯﾌﾟ70 6枚/包の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ｾﾙﾀｯﾁﾊﾟｯﾌﾟ70 6枚/包は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オーダ
停止）

*

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」 テバ製薬

めまい・平衡障害治療剤

ベタヒスチンメシル酸塩

6.0円/錠薬価

メリスロン錠6mg の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
メリスロン錠6mg は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更
（院内オーダ停止）

*

ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 日本ジェネリック

Ca拮抗性不整脈治療剤　虚血性心疾患治療剤

ベラパミル塩酸塩

6.3円/錠薬価

ワソラン錠40mg の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ワソラン錠40mg は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更
（院内オーダ停止）

*

ポビドンヨードゲル10％「明治」 Meiji Seikaファルマ

外用消毒剤

ポビドンヨード

16.56円/4g薬価

イソジンゲル10% の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
イソジンゲル10% は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オーダ停止）

*

リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 田辺三菱製薬

抗精神病剤

リスペリドン

16.9円/錠薬価

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠1mg の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠1mg は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ
変更（院内オーダ停止）

*

(1)



新規採用医薬品（ 後発医薬品）　 14件 第193回薬事委員会　平成28年9月21日

リスペリドン細粒1％「ヨシトミ」 田辺三菱製薬

抗精神病薬

リスペリドン

149.5円/g薬価

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ細粒1% の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ細粒1% は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変
更（院内オーダ停止）

*

リスペリドン内用液1mg／mL「ヨシトミ」 田辺三菱製薬

抗精神病薬

リスペリドン

56.7円/mL薬価

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液1mg/mL の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液1mg/mL は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オー
ダ停止）

*

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 沢井製薬

止瀉剤

ロペラミド塩酸塩

8.5円/カプセル薬価

ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変
更（院内オーダ停止）

*

ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05％「タイヨー」 テバ製薬

止瀉剤

ロペラミド塩酸塩

12.7円/g薬価

ﾛﾍﾟﾐﾝ小児用細粒0.05% の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ﾛﾍﾟﾐﾝ小児用細粒0.05%% は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オー
ダ停止）

*

(2)



薬品名 薬効分類 代替・類似薬

1 アミカマイシン注射液100ｍｇ アミノグリコシド系抗生物質製剤 アミカマイシン注射液200ｍｇ

2 スパニジン点滴静注用100ｍｇ 免疫抑制剤 ―

3 ナイクリン注射液20ｍｇ ニコチン酸製剤 ―

4 ナゼア注射液0.3ｍｇ 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」　等

5 ハイスコ皮下注0.5mg 鎮静剤 ―

6 パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10% 腎機能検査用薬 イヌリード注、インジゴカルミン注20mg

7 フェノールスルホンフタレイン注0.6％ 腎機能検査用薬 イヌリード注、インジゴカルミン注20mg

8 ペグイントロン皮下注用50μg／0.5mL用 ペグインターフェロンα-2b製剤 ペガシス皮下注90μg/180μg　等

9 ペグイントロン皮下注用100μg／0.5mL用 ペグインターフェロンα-2b製剤 ペガシス皮下注90μg/180μg　等

10 ペプレオ注射用5mg 抗腫瘍性抗生物質 ブレオ注射用5mg/15mg　等

11 ペルサンチン静注10mg 冠循環改善剤 ペルサンチン錠25mg、ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」　等

12 献血グロブリン注射用2500mg「化血研」 血漿分画製剤 献血ヴェノグロブリンIH5%静注　等

薬品名 薬効分類 代替・類似薬

1 アカルディカプセル2.5 心不全治療薬 アカルディカプセル1.25

2 アタラックス－P散10％ 抗アレルギー性緩和精神安定剤 アタラックス-Pカプセル25mg/シロップ0.5%

3 アレルギン散1％ 抗ヒスタミン剤 ペリアクチン散1%、ポララミンシロップ0.04%　等

4 ガランターゼ散50％ 乳糖分解酵素製剤 ミルラクト細粒50%

5 クレスチン細粒 抗悪性腫瘍剤 ―

6 タチオン錠100mg グルタチオン製剤 チオラ錠100mg[院外]　等

7 ニトロールスプレー1.25mg 狭心症発作寛解用口腔内スプレー剤 ミオコールスプレー0.3mg

8 ネオフィリン原末　　　　　　　　 強心・喘息治療剤 テルバンスDS20%　等

9 ハイゼット錠50mg 高脂質血症、心身症治療剤 ロレルコ錠250mg[院外]　等

10 バイナス錠75mｇ　　　　　　　 アレルギー性鼻炎治療剤 オノンカプセル112.5mg、シングレアOD錠10mg　等

11 バイロテンシン錠5mg 持続性Ca拮抗剤 バイミカード錠5mg/ 10mg [院外]　等

12 ブロニカ錠80　　 気管支喘息治療剤 オノンカプセル112.5mg、シングレアOD錠10mg　等

13 ミグレニン散　　　　 鎮痛剤 PL配合顆粒　等

14 経口用トロンビン細粒1万単位 上部消化管用止血剤 ―

第193回　薬事委員会（平成28年9月21日）

2015.4.1-2016.3.31の間、処方件数が少なかった医薬品（院内採用薬）

削除決定品目

2015.4.1-2016.3.31の間、処方件数が少なかった医薬品（院外採用薬）
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