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第 194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 12月 21日（水）となります。 

 

＊ 後発医薬品への切替えは 12 月 21 日（水）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　13件 第194回薬事委員会　平成28年11月16日

エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 キッセイ薬品工業

遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

エポエチンアルファ後続1

486.0円/筒薬価

採用条件： エスポー注射液750は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

シェルガン0.5眼粘弾剤 参天製薬

眼科手術補助剤

ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
・ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ

5,658.7円/筒薬価

採用条件： ビスコート0.5眼粘弾剤は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停
止）

*

当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 2.5g/包 ツムラ

漢方製剤

当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

27.5円/包薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

デュアック配合ゲル ポーラファルマ

尋常性ざ瘡治療配合剤

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物
・過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙｹﾞﾙ

1,524.0円/本薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1％「日点」5mL 日本点眼薬研究所

角結膜上皮障害治療用点眼剤

ヒアルロン酸ナトリウム

168.0円/本薬価

採用条件： 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）

*

リンベタPF眼耳鼻科用液0.1％ 5mL 日本点眼薬研究所

眼科、耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン製剤

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

116.0円/本薬価

採用条件： 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）

*

レスピア静注・経口液60mg ノーベルファーマ

未熟児無呼吸発作治療剤

無水カフェイン

810.0円/瓶薬価

採用条件： アプネカット経口液10mgとアプニション静注15mgは院内在庫がな
くなり次第削除（オーダ停止）

*

スーグラ錠50ｍｇ アステラス製薬

選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－

イプラグリフロジン　L-プロリン

202.8円/錠薬価

*

ジャディアンス錠10mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｶﾞﾙﾊｲﾑ

選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－

エンパグリフロジン

208.4円/錠薬価

*

フォシーガ錠5mg ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ/小野薬品

選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－

ダパグリフロジンプロピレングリコール

202.1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）
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　13件 第194回薬事委員会　平成28年11月16日

カナグル錠100mg 田辺三菱製薬

SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－

カナグリフロジン水和物

205.5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）
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）

*

デベルザ錠20ｍｇ 興和

選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－

トホグリフロジン水和物

202.8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）
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）

*

ルセフィ錠2.5mg 大正富山医薬品/ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ

選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－

ルセオグリフロジン水和物

202.2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）
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)



仮採用医薬品　4件 第194回薬事委員会　平成28年11月16日

エムラクリーム 佐藤製薬

外用局所麻酔剤

リドカイン・プロピトカイン

950.5円/本薬価

採用条件： 仮採用は処置のみオーダリング可（処方不可）

*

ビムパット錠50mg 第一三共

抗てんかん剤

ラコサミド

215.6円/錠薬価

*

プロボコリン吸入粉末溶解用100mg 三和化学

コリン作動薬
気道過敏性検査用

メタコリン塩化物

7,378.3円/瓶薬価

採用条件： 仮採用は処置のみオーダリング可（処方不可）

*

ルミセフ皮下注210mgシリンジ 協和発酵キリン

ヒト型抗ヒトIL-17受容体Aモノクローナル抗体製剤

ブロダルマブ

73,158円/筒薬価

*

(1)



仮採用延長医薬品　1件 第194回薬事委員会　平成28年11月16日

ランタスXR注ソロスター サノフィ

持効型溶解インスリンアナログ製剤

ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ（遺伝子組換え）注射液

3,102.0円/キット薬価

採用条件： 平成29年9月にインスリン グラルギンBS注と同時に審議する

*

(1)



新規採用医薬品（ 後発医薬品）　 11件 第194回薬事委員会　平成28年11月16日

アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 共和薬品工業

マイナートランキライザー

アルプラゾラム

5.6円/錠薬価

ソラナックス0.4mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ソラナックス0.4mg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）

*

イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 武田薬品工業

抗炎症・鎮痛・解熱剤

イブプロフェン

5.0円/錠薬価

ブルフェン錠100の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ソブルフェン錠100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）

*

塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」 日医工

テトラサイクリン系抗菌薬

ミノサイクリン塩酸塩

26.8円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

ミノマイシンカプセル100mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ミノマイシンカプセル100mg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）

*

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」 大原薬品工業

5-HT2ブロッカー

サルポグレラート塩酸塩

64.6円/錠薬価

アンプラーグ錠100mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
アンプラーグ錠100mg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）

*

シグマビタン配合カプセルB25 東和薬品

神経・筋機能賦活剤

ベンフォチアミン・B6・B12

5.4円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

ビタメジン配合カプセルB25の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ビタメジン配合カプセルB25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）

*

トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 日医工

睡眠導入剤

トリアゾラム

5.6円/錠薬価

ハルシオン0.125mg錠の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ハルシオン0.125mg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）

*

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 日医工

睡眠導入剤

トリアゾラム

5.8円/錠薬価

ハルシオン0.25mg錠の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ハルシオン0.25mg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）

*

ピモベンダン錠1.25mg「TE」 トーアエイヨー

心不全治療薬

ピモベンダン

62.6円/錠薬価

アカルディカプセル1.25の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
アカルディカプセル1.25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）

*

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 沢井製薬

気道粘液溶解剤

塩酸ブロムヘキシン

5.0円/錠薬価

ビソルボン錠4mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ビソルボン錠4mg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」90g Meiji Seikaファルマ

外用消毒剤

ポビドンヨード

372.6円/90g薬価

イソジンゲル10％ 90g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％ 90g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）　 11件 第194回薬事委員会　平成28年11月16日

ポリカルボフィルCa細粒83.3％「日医工」 日医工

過敏性腸症候群治療剤

ポリカルボフィルカルシウム

15.1円/g薬価

コロネル細粒83.3％の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
コロネル細粒83.3％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）

*

(2)



平成28年11月16日

製造販売中止に伴う採用中止のお知らせ

薬効 採用中止製品 当院採用の同効類薬 備考（販売中止時期/経過措置満了時期）

テルシガンエロゾル100μg　の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）】2016年11月
【経過措置満了時期（予定）】未定

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入
【院内・院外採用】
（日本ベーリンガー）

テルシガンエロゾル100μg
【院外採用】

（日本ベーリンガー）

抗コリン性気管支
収縮抑制剤

エリスロマイシン・
コリスチン点眼剤

エコリシン点眼液
【院内・院外採用】

（参天）

エコリシン眼軟膏
【院内・院外採用】

（参天）

エコリシン点眼液の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）】2016年12月
【経過措置満了時期（予定）】2017年3月末日

肝臓加水分解物
製剤

プロヘパール配合錠
【院外採用】
（科研）

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」
【院内・院外採用】

（東和）

キャベジンUコーワ錠25mg
【院外採用】
（興和）

グリチロン配合錠
【院外採用】
（EAファーマ）

プロヘパール配合錠の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）】2016年12月
【経過措置満了時期（予定）】2017年3月末日



平成28年11月16日

ブロチンシロップ3.3％
【院内・院外採用】
（第一三共）

サリパラ液
【院外採用】
（丸石）

ブロチンシロップ3.3％の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）：2016年11月】
【経過措置満了時期（予定）】未定
効能効果、用法用量等の変更はありません。
院内在庫がなくなり次第、院内採用は削除といたします。

片頭痛治療剤
テラナス錠5
【院外採用】
（MSD）

ミグシス錠5mg
【院外採用】
（ファイザー）

テラナス錠5の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）：2016年11月】
【経過措置満了時期（予定）】2017年3月末日
効能効果、用法用量等の変更はありません。

製造販売中止に伴う採用製品変更のお知らせ

薬効 採用中止製品 代替採用製品 変更理由

鎮咳去痰剤
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