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＊ 仮採用及び新規採用医薬品の処方開始は 8月 23日（木）となります。 

 

＊ 後発医薬品への切替えは 8月 23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　28件 第204回薬事委員会　平成30年7月18日

イクスタンジ錠40mg アステラス製薬

前立腺癌治療剤

エンザルタミド

2,354.1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）
イクスタンジカプセル40mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
イクスタンジカプセル40mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

イクスタンジ錠80mg アステラス製薬

前立腺癌治療剤

エンザルタミド

4,563.7円/錠薬価

採用条件： イクスタンジカプセル40mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
イクスタンジカプセル40mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

イニシンク配合錠 武田薬品工業

選択的DPP-4阻害薬／ビグアナイド系薬配合剤
－2型糖尿病治療剤－

アログリプチン安息香酸塩
・メトホルミン塩酸塩

166.4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）

*

クレメジン速崩錠500mg 田辺三菱製薬

慢性腎不全用剤

球形吸着炭

43.5円/錠薬価

採用条件： クレメジン細粒分包2gの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
クレメジン細粒分包2g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）

*

献血ベニロン－I静注用5000mg 帝人ファーマ

血漿分画製剤 静注用人免疫グロブリン製剤

乾燥スルホ化人免疫グロブリン

40,068円/瓶薬価

採用条件： 献血ベニロン－I静注用2500mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
献血ベニロン－I静注用2500mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

コンサータ錠18mg ヤンセンファーマ

注意欠陥/多動性障害治療薬

メチルフェニデート塩酸塩

337.8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）
登録医師限定でオーダリング可

*

コンサータ錠27mg ヤンセンファーマ

注意欠陥/多動性障害治療薬

メチルフェニデート塩酸塩

374.3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）
登録医師限定でオーダリング可

*

サムスカ顆粒1％ 大塚製薬

V2受容体拮抗剤

トルバプタン

1,898.3円/g薬価

*

スインプロイク錠0.2mg 塩野義製薬

経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬

ナルデメジントシル酸塩

272.1円/錠薬価

*

生食注シリンジ「オーツカ」20mL 大塚製薬工場

生理食塩液

117円/筒薬価

採用条件： 手術室限定で使用可
オーダリング、薬品請求は不可

*

(1)



新規採用医薬品　28件 第204回薬事委員会　平成30年7月18日

タケキャブ錠10mg 武田薬品

カリウムイオン競合型アシッドブロッカー
－プロトンポンプインヒビター－

ボノプラザンフマル酸塩

134.4円/錠薬価

*

注射用GHRP科研100 科研製薬

成長ホルモン分泌不全症診断薬

プラルモレリン塩酸塩

8,366円/瓶薬価

*

テモゾロミド錠20mg「NK」 日本化薬

抗悪性腫瘍剤

テモゾロミド

1,321.3円/錠薬価

採用条件： ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg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）

*

テモゾロミド錠100mg「NK」 日本化薬

抗悪性腫瘍剤

テモゾロミド

6,587.9円/錠薬価

採用条件： ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ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）

*

テモダールカプセル 20mg MSD

抗悪性腫瘍剤

テモゾロミド

2,610.1円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

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）

*

テモダールカプセル 100mg MSD

抗悪性腫瘍剤

テモゾロミド

13,009.4円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

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）

*

ナルサス錠2mg 第一三共

持続性癌疼痛治療剤

ヒドロモルフォン塩酸塩

202.8円/錠薬価

採用条件： デュロテップMTパッチ2.1mgは院内在庫がなくなり次第削除（オー
ダ停止）

*

ナルサス錠6mg 第一三共

持続性癌疼痛治療剤

ヒドロモルフォン塩酸塩

530.2円/錠薬価

採用条件： デュロテップMTパッチ4.2mgは院内在庫がなくなり次第削除（オー
ダ停止）

*

ナルラピド錠1mg 第一三共

癌疼痛治療剤

ヒドロモルフォン塩酸塩

110.6円/錠薬価

*

ナルラピド錠2mg 第一三共

癌疼痛治療剤

ヒドロモルフォン塩酸塩

202.8円/錠薬価

*

(2)



新規採用医薬品　28件 第204回薬事委員会　平成30年7月18日

ノルスパンテープ5mg 久光製薬

経皮吸収型持続性疼痛治療剤

ブプレノルフィン

1,567.6円/枚薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）
登録医師限定でオーダリング可

*

ノルスパンテープ10mg 久光製薬

経皮吸収型持続性疼痛治療剤

ブプレノルフィン

2,415.2円/枚薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）
登録医師限定でオーダリング可

*

ビジパーク320注100mL 第一三共

非イオン性等浸透圧造影剤

イオジキサノール

10,618円/瓶薬価

*

ビムパット錠50mg 第一三共

抗てんかん剤

ラコサミド

215.2円/錠薬価

採用条件： デパケン錠200mg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）

*

フィコンパ錠2mg エーザイ

抗てんかん剤

ペランパネル水和物

189.7円/錠薬価

採用条件： デパケン錠200mg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）

*

フェソロデックス筋注 250mg アストラゼネカ

抗エストロゲン剤/閉経後乳癌治療剤

フルべストラント

50,792円/筒薬価

採用条件： フェアストン錠40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）

*

ﾌ゚ﾚｾﾃ゙ｯｸｽ静注液200μg/50mLｼﾘﾝｼ゙「ﾏﾙｲｼ」 丸石製薬

α2作動性鎮静剤

デクスメデトミジン塩酸塩

5,413円/筒薬価

採用条件： ﾌﾟﾚｾﾃﾞｯｸｽ静注液200μg｢ﾏﾙｲｼ｣の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ﾌﾟﾚｾﾃﾞｯｸｽ静注液200μg｢ﾏﾙｲｼ｣は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

マリゼブ錠25mg MSD

持続性選択的DPP-4阻害剤　経口糖尿病用剤

オマリグリプチン

971.3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）

*

(3)



仮採用医薬品　8件 第204回薬事委員会　平成30年7月18日

アトーゼット配合錠LD バイエル薬品

小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

エゼチミブ
・アトルバスタチンカルシウム水和物

177.0円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

エムラパッチ 佐藤製薬

外用局所麻酔剤

リドカイン・プロピトカイン

313.0円/枚薬価

採用条件： 処置のみオーダリング可（処方不可）

*

グーフィス錠5mg 持田製薬

胆汁酸トランスポーター阻害剤

エロビキシバット水和物

105.8円/錠薬価

*

スージャヌ配合錠 MSD

選択的DPP-4阻害剤／選択的SGLT2阻害剤配合剤

シタグリプチンリン酸塩水和物
・イプラグリフロジン L-プロリン

263.8円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

ドボベットゲル 15g 協和発酵キリン

尋常性乾癬治療剤

ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ水和物・ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ

3,712.5円/本薬価

*

ナルベイン注2mg 第一三共

癌疼痛治療用注射剤

ヒドロモルフォン塩酸塩

725円/管薬価

*

ファセンラ皮下注30mgシリンジ アストラゼネカ

ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤

メポリズマブ(遺伝子組換え)

351,535円/筒薬価

*

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 日医工

ヨウ素剤

ヨウ化カリウム

5.6円/丸薬価

採用条件： ヨウ化カリウム液(院内製剤)は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ
停止）

*

(1)



仮採用延長医薬品　1件 第204回薬事委員会　平成30年7月18日

ブリリンタ錠90mg アストラゼネカ

抗血小板剤

チカグレロル

141.4円/錠薬価

採用条件： 仮採用延長期間は1年間

*

(1)



仮採用終了医薬品　1件 第204回薬事委員会　平成30年7月18日

ブリリンタ錠60mg アストラゼネカ

抗血小板剤

チカグレロル

100.3円/錠薬価

*

(1)



新規採用医薬品（ 後発医薬品）　 7件 第204回薬事委員会　平成30年7月18日

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 沢井製薬

注射用Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩

380円/瓶薬価

ヘルベッサー注射用50の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ヘルベッサー注射用50は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

スチブロン軟膏0.05％ 10g 岩城製薬

外用合成副腎皮質ホルモン剤

ジフルプレドナート

68.0円/本薬価

マイザー軟膏0.05％ 10gの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
マイザー軟膏0.05％ 10g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）

*

セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「OK」 大蔵製薬

経口用セフェム系抗生物質製剤

セフジトレンピボキシル

73.7円/g薬価

メイアクトMS小児用細粒10％の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
メイアクトMS小児用細粒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）

*

ドパコール配合錠L100 日医工

抗パーキンソン剤

レボドパ・カルビドパ水和物

10.6円/錠薬価

メネシット配合錠100の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
メネシット配合錠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）

*

ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 共和薬品工業

抗精神病剤

ペロスピロン塩酸塩水和物

9.0円/錠薬価

ルーラン錠4mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ルーラン錠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）

*

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 第一三共エスファ

ニューキノロン系注射用抗菌製剤

レボフロキサシン水和物

2,237円/ｷｯﾄ薬価

クラビット点滴静注バッグ500mg/100mLの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
クラビット点滴静注バッグ500mg/100mLは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 第一三共/丸石製薬

全身麻酔用鎮痛剤

レミフェンタニル塩酸塩

1,080円/瓶薬価

アルチバ静注用2mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
アルチバ静注用2mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

(1)



平成30年7月18日

薬効 既採用医薬品 追加採用規格 申請科

HMG-CoA還元酵素阻害剤
リバロOD錠2mg [院内・院外]

リバロOD錠1mg [院外]
4mg 循環器内科

院外採用医薬品の採用規格追加のお知らせ



平成30年7月18日

レギチーン注射液10mg
【院内採用】
（ノバルティス）

レギチーン注射液5mg
【院内採用】
（ノバルティス）

レギチーン注射液10mgの製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）：2018年7月】
【経過措置満了時期（予定）：未定】

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

褐色細胞腫用αブロッカー



平成30年7月18日

エバステルOD錠10mg
ザイザル錠5mg　　等

セルテクト錠30
【院外採用】

（協和発酵キリン）
アレルギー性疾患治療剤

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）

セルテクト錠30の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）：2018年8月】
【経過措置満了時期（予定）：2019年3月】
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