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第 205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 24日（水）となります。 

 

＊ 後発医薬品への切替えは 10 月 24 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205回薬事委員会　平成30年9月19日

アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 グラクソ・スミスクライン

吸入ステロイド喘息治療剤

フルチカゾンフランカルボン酸エステル

1,899.1円/ｷｯﾄ薬価

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）

*

インチュニブ錠1mg 塩野義製薬

注意欠陥／多動性障害治療剤
（選択的α Aアドレナリン受容体作動薬）

グアンファシン塩酸塩

407.2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）

*

エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 杏林製薬

COPD治療剤

アクリジニウム臭化物

5,963.5円/ｷｯﾄ薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

オテズラ錠10mg セルジーン

PDE4阻害剤

アプレミラスト

324.1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）

*

オテズラ錠20mg セルジーン

PDE4阻害剤

アプレミラスト

 648.2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）

*

オテズラ錠30mg セルジーン

PDE4阻害剤

アプレミラスト

 972.4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）

*

献血ヴェノグロブリンIH10％静注2.5g／25mL 日本血液製剤機構

血漿分画製剤

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

20,525円/瓶薬価

採用条件： 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mLの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL、献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200mL、献血ポリグロ
ビンN10%静注2.5g/25mL、献血ポリグロビンN10%静注10g/100mLは院内在庫がなくなり次第削除
（オーダ停止）

*

献血ヴェノグロブリンIH10％静注10g／100mL 日本血液製剤機構

血漿分画製剤

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

77,245円/瓶薬価

採用条件： 献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200mLの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL、献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200mL、献血ポリグロ
ビンN10%静注2.5g/25mL、献血ポリグロビンN10%静注10g/100mLは院内在庫がなくなり次第削除
（オーダ停止）

*

コムクロシャンプー0.05％ マルホ

外用頭部乾癬治療剤
外用合成副腎皮質ホルモン剤

クロベタゾールプロピオン酸エステル

3,412.5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）
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）

*

ノベルジン錠25mg ノーベルファーマ

ウィルソン病治療剤（銅吸収阻害剤）　
低亜鉛血症治療剤

酢酸亜鉛水和物

269.5円/錠薬価

*

(1)



新規採用医薬品　13件 第205回薬事委員会　平成30年9月19日

フェブリク錠 20mg 帝人ファーマ

非ﾌﾟﾘﾝ型選択的ｷｻﾝﾁﾝｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ阻害剤

フェブキソスタット

57.7円/錠薬価

*

プラケニル錠200mg サノフィ

免疫調整剤

ヒドロキシクロロキン硫酸塩

418.9円/錠薬価

*

ミダフレッサ静注0.1％ アルフレッサファーマ

抗けいれん剤

ミダゾラム

3,340円/瓶薬価

採用条件： フェノバール注射液100mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ
停止）

*

(2)



仮採用医薬品　5件 第205回薬事委員会　平成30年9月19日

アービタックス注射液 100mg メルクセローノ

抗悪性腫瘍剤　抗CD20モノクローナル抗体

セツキシマブ

36,742円/瓶薬価

*

オルケディア錠1mg 協和発酵キリン

カルシウム受容体作動薬

エボカルセト

280.7円/錠薬価

*

ネイリンカプセル100mg エーザイ

経口抗真菌剤

ホスラブコナゾール　L-リシンエタノール付加物

804.6円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

*

パルモディア錠0.1mg 興和

高脂血症治療剤

ペマフィブラート

33.9円/錠薬価

*

リンゼス錠0.25mg アステラス製薬

グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト

リナクロチド

89.9円/錠薬価

*

(1)



仮採用終了医薬品　3件 第205回薬事委員会　平成30年9月19日

インチュニブ錠3mg 塩野義製薬

注意欠陥／多動性障害治療剤
（選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬）

グアンファシン塩酸塩

537.5円/錠薬価

*

エピデュオゲル 15g マルホ

尋常性ざ瘡治療剤

アダパレン・過酸化ベンゾイル

2,305.5円/本薬価

*

ザルトラップ点滴静注100mg サノフィ

抗悪性腫瘍剤
VEGF阻害剤　

アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

77,508円/瓶薬価

*

(1)



新規採用医薬品（ 後発医薬品）　 7件 第205回薬事委員会　平成30年9月19日

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 日医工

本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アメジニウムメチル硫酸塩

8.5円/錠薬価

リズミック錠10mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
リズミック錠10mg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）

*

カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 沢井製薬

水分・電解質代謝改善剤

カンレノ酸カリウム

129円/瓶薬価

ソルダクトン静注用100mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ソルダクトン静注用100mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 日医工

ニューキノロン系抗菌剤

シプロフロキサシン塩酸塩

28.1円/錠薬価

シプロキサン錠200mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
シプロキサン錠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）

*

プランルカスト錠112.5「EK」 小林化工

気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

プランルカスト水和物

25.4円/錠薬価

オノンカプセル112.5mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
オノンカプセル112.5mg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）

*

プランルカストDS10%「日医工」 日医工

気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

プランルカスト水和物

35.4円/g薬価

オノンドライシロップ10%の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
オノンドライシロップ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）

*

メロペネム点滴静注用0.5g「NP」 ニプロ

カルバペネム系抗生物質製剤

メロペネム水和物

581円/瓶薬価

メロペネム点滴静注用0.5g「明治」の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

ラニチジン錠150mg「トーワ」 東和薬品

H2受容体拮抗剤

ラニチジン塩酸塩

6.0円/錠薬価

ザンタック錠150の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ザンタック錠150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)



平成30年9月19日

逆流性食道炎・消化性潰瘍用剤
サンメール内用液5％
【院内院外採用】

（サンド）

アルロイドG内用液5％
【院内院外採用】
（カイゲン）

サンメール内用液5％の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）：2018年12月】
【経過措置満了時期（予定）：2019年3月】

ヒーロン0.6眼粘弾剤1％
【院内採用】

（エイエムオー・ジャパン）

ヒーロンV眼粘弾剤2.3％シリン
ジ0.6mL

【院内採用】
（エイエムオー・ジャパン）

ヒーロン0.6眼粘弾剤1％の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）：2019年3月】
【経過措置満了時期（予定）：2019年3月】

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

眼科手術補助剤

セフェム系抗生物質製剤
セフキソン静注用1g

【院内採用】
（富士フイルムファーマ）

セフトリアキソンNa静注用1g
「ファイザー」
【院内採用】
（ファイザー）

セフキソン静注用1gの製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）：2018年11月】
【経過措置満了時期（予定）：未定】



平成30年9月19日

薬効 既採用医薬品 追加採用規格 申請科

持続性Ca拮抗剤（高血圧・狭心症治療剤）
アダラートCR錠20mg[院外]
アダラートCR錠40mg[院外]

10mg 循環器内科

持続性選択的DPP-4阻害剤
経口糖尿病用剤

マリゼブ錠25mg［院外］ 12.5mg 糖尿病・内分泌代謝内科

院外採用医薬品の採用規格追加のお知らせ
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